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【POCT（Point of Care Testing）とは？】

　POCT（Point�of�Care�Testing）とは，患
者さんのすぐそばで，簡易な機器・試薬を用
いた，迅速な検査のことを言い，臨床検査機
器は，技術開発の進歩により，より小型，簡
易，迅速，そして精度の高い機器がぞくぞく
発売されている。

【POCT機器「生化学的検査装置」】

　生化学検査項目を簡易・迅速に測定する検
査機器は，マルチ的に測定できる項目が多い

ほど大きくなり価格も高価になる傾向がある
が，水や液状試薬等を使用せずにメンテナン
スもし易く管理しやすい事がメリットである。
　また，脂質項目（ ５〜 ７項目程度）測定可
能な小型機器も発売されている（図 1）。

【POCT機器「血液学的検査装置」】

　血液学的検査を簡易・迅速に測定する検査
機器としては，自動血球計数装置や，血液凝
固分析装置の小型の簡易機器が発売されてい
る（図 2）。
　血球計数装置などは，A３スペースに収ま
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る省スペース型ではあるが，大型機のノウハ
ウを受け継ぎ精度の高い測定を実現してい
るし，血液凝固分析装置の中でも特に「PT─
INR」測定機器は，弁膜症，心房細動疾患等
でワーファリンRを服用している患者さんに
とって，その場で的確な薬剤量決定が可能に
なるし，ハンディタイプで携帯可能であるた
め，在宅診療でも用いられている。

【POCT機器「免疫血清検査，心筋マー
カー検査」】

　免疫測定装置は，心筋マーカー，凝固マー
カー，性腺関連マーカー，肝炎マーカー等を，
関連試薬を切り替える事で多項目測定できる
タイプと，心筋・胸痛マーカーに特化した項
目などを小型装置で測定するコンパクトタイ
プが発売されている（図 3）。実地医家では，
主に婦人科や脳神経外科（術前検査等）で導
入されるケースが多いが，心筋・胸痛マー

図 2

図 3
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カー測定のコンパクトタイプは，携帯性，簡
便性，迅速性の観点より救命救急センター等
で導入されることが多い。

【POCT機器「HbA1c（グリコヘモグ
ロビン）」検査装置】

　糖尿病患者の増加や病診連携等の取り組み
に伴い，糖尿病関連検査用機器を導入してい
る実地医家が増えている。
　現在，この分野のPOCT機器は種類も多
く，実地医家では，患者数や使い勝手を考慮

し，選択できる環境となってきている（図 4）。

【POCT機器「血糖検査，尿検査」】

　最も多く検査されている項目である血糖測
定装置は，患者自身で測定する自己血糖測定
機器が広く普及しているが，様々なリスクを
考慮して，医療機関向けの専用機器を紹介す
る（図 ５）。
　また，尿分析装置は持ち運び可能な小型機
や小型の卓上タイプで，目視判定による人的
誤差を解消するとともに，業務の効率化を図

図 4

図 ５
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るための自動分析タイプを紹介する。
　以上，検査項目毎に各種POCT機器を紹
介したが，POCT検査機器は新たな測定系や，
よりコンパクトで簡便そして精度の高い機器
が今後も開発されることは間違いない。

【簡易迅速検査キット】

　POCT機器と同様に「簡便・迅速・コンパ
クト」を併せ持つ商品として，簡易迅速検査
キットが多種類発売されている。　この検査
キットを代表するものとしてインフルエンザ
ウイルス抗原検出キットが挙げられるが，そ
れも現在様々なキットが発売されている。
　簡易迅速検査キットは，測定原理「イムノ
クロマト法」の確立により，様々な検査項目
が発売されている。感染症ウイルス・細菌

検出キットの他，大腸がんやCEA等の腫瘍
マーカーキットも販売されている（図 6）。
　また，これらの検査キットは殆どが単一項
目を測定するものであるが，今では 2項目同
時検出が可能な検査キットも販売されている
（図 7）。
○ 2項目同時検出キット
・インフルエンザウイルス抗原&RSウイル
ス抗原
・RSウイルス抗原&アデノウイルス抗原
・ロタウイルス抗原&アデノウイルス抗原
（糞便）
ウイルスの発生が重複する期間に使用すれば
役に立つ。
　また，検査キットでの検出が主流である
インフルエンザウイルス抗原検査等にPOCT

図 6
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機器も発売されている。

【POCT機器「インフルエンザウイル
ス等検出用機器」】

　現在発売されている主なタイプは，デンシ
トメトリー法を用いた読み取り装置（検体を
反応させたプレートの発色を自動読み取りし，
結果を出力する）である。 6チャンネルを配

しランダムに測定していく機器や，銀増幅を
原理に用いた高感度測定のタイプがあり，多
くの検体を処理したい，発症後短時間に診断
を行いたいなどのニーズにより選択すべきで
ある。
　また，病院に導入されている免疫測定装置
の原理「化学発光免疫測定法」を用いた，高
感度の小型検査機器も発売されている（図 8）。

図 7

図 8
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〜まとめとして〜

【POCT（Point of Care Testing）で迅
速な診断と治療】

　POCTとは，患者さんのすぐそばで，簡易
な機器・試薬を用いてその場で迅速に行う検
査である。即座にわかる検査結果をもとに，�
診断，治療を行うことで，患者さんの満足度
を高めることができる。

　利便性の高いPOCT機器は，診察室や
ベッドサイド，救命救急センター ICU・
CCU，手術室など広範にわたり活用されて
おり，携帯性のある機器は在宅診療でも活用
されている。
　POCT機器の導入は，患者さんの病態をそ
の場で取得し，適正な診断と治療の実践を行
うことで，診療の質と信頼性の向上につなが
る。

図 ９
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「外来での簡易検査（POCT：Point of 
Care Testing）とは」

１ ．POCTとは

　POCTの考え方はアメリカで発生したもの
です。１９８０年代に発生したこの検査は患者の
近くで検査を行いその結果を迅速に報告する
ものでした。２０００年以降，小型装置の精度向
上と共に日本でも普及が始まりました。現在，
日本では日本臨床検査自動化学会が出版して
いる「POCTガイドライン」に現在の日本で
の定義が掲載されています。「POCT（Point�
Of�Care�Testing）とは，被験者の傍らで医
療従事者が行う検査であり，検査時間の短縮
および被験者が検査を身近に感ずるという利
点を活かし，迅速かつ適切な診療・看護，疾
病の予防，被験者のQOLおよび満足度の向
上に資する検査である。」との記載があるこ
の内容を見てみますと，かかりつけ医が患
者を目の前にして行う検査は全てPOCTと
言っていいのではないかと思います。患者を
診察し，疑いのある疾患に関してその場で検
査を行い，診断確率を高くして治療・投薬を
行うという，かかりつけ医の皆様が日頃行っ
ている診療こそ，POCTと言えると思います。
　POCTには大きな病院の緊急検査室や手術

室，ICU等で実施される検査や，病棟で看護
師が行う検査から，在宅で実施するSMBG
や妊娠検査等のOCTを含む場合もあります。
測定原理も小型の装置を用いるものからイム
ノクロマトのように目視で判定するものまで
あります。項目としては
①�診断のためその場で検査結果を出すことが
重要な検査（血液ガス・心筋マーカ，ヘモ
グロビン等）
②�検査結果に基づき直ちに治療・投薬が決定
される検査（インフルエンザ等）
③�治療効果や薬物副作用をリアルタイムに監
視する検査（TDM等）
④�患者自身の自己測定がQOL向上となる検
査（SMBG，妊娠検査等）

等が挙げられます。（図 １）

２ ．各種POCT装置の紹介

　POCTで使用される装置には次性能が要求
されます。また微量検体や採取が簡単な検体
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の使用も望まれています。
①�小型であること：使用場所が限定されない
②�操作が簡便であること：メンテナンスが少
なく使用しやすい
③�測定が迅速であること：TATが短い。検
体の処理が必要ないなど
　現在使用されているPOCT装置の主なも
のは，次のようなものがあります。
①�血糖測定：患者用にはSMBG，医師には
POCTの小型装置。多くは電極法。
②�HbA１c測定：多くは抗原抗体反応を利用。
③�血液分析装置：白血球が ３分画のものと ５
分画のものがあります。
④�生化学分析装置：主にドライ法と試験紙法
があります。
⑤�尿定性分析：尿試験紙の小型読み取り装置
になります。
⑥�免疫分析装置：ラテックス凝集やイムノク
ロマト読み取り装置があります。
⑦�血液ガス/電解質分析装置：モノテストの

装置とカセットタイプの装置があります。
⑧�超音波診断装置：小型の画像診断装置が発
売されています

　また，装置を使用しないキットとしてはイ
ムノクロマトグラフィーを原理としたものが
数多く販売されています。
　これら小型装置は，近年その精度が飛躍的
に向上しており，大型装置とのデータの相関
も良好なものが多くなっています。しかしな
がら，検体採取に問題がある場合（溶血，不
適当な採血管など）や検体の保存によって測
定値は変動しますので注意が必要です。測定
値に疑問が生じたとき，その原因を究明する
には問題が装置にあるのか，試薬にあるの
か，検体にあるのかを区別する必要がありま
す。その助けとなるのが日頃の精度管理であ
り，POCTにおいても精度管理は非常に重要
な要素となります。

図 １ 　POCTとなる検査項目

２００4年版ポイント・オブ・ケア検査市場の展望と戦略
（矢野経済研究所より）



68� 人間の医学

「POCTにおける精度管理」

１ ．精度管理とは

　検査における精度管理とは，検査を行う装
置と試薬が正しい測定結果を出していること
を確認・管理するものです。検査結果が正し
くなければ正しい診断はできませんので精度
管理は検査には非常に重要な要素となります。

測定結果の質には精度と確度の ２つの要素が
あります。精度とはばらつきの大きさを示し，
確度とは真値との差を示します（図 ２）。こ
の精度と確度を確認するための手法として内
部精度管理と外部精度管理が存在します。毎
回同じ試料を測定して，ほぼ同じ値が出るこ
とを確認することで測定の精度を確認する手
法が内部精度管理となります。また同じ試料
を複数の施設で測定してほぼ同じ値になるか

図 ２ 　精度と確度

図 ３ 　内部精度管理と外部精度管理
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確かめることで確度に関する情報を得ること
が外部精度管理になります（図 ３）。

２ ．内部精度管理とは

　内部精度管理では，各施設で精度管理試料
を測定して，測定値のばらつきを管理するこ
とで，装置の精度を確認することができま
す。精度を確認するためには管理図を作成し
て管理限界を明確にしておく必要があります。
日々の測定値をプロットすることで測定結果
が管理幅に入っていることを確認し精度の確
認とします（図 4）。測定値が管理限界を超
えた場合はその原因を調べて対応することが
必要です。内部精度管理を行うことで，装置
の状態を管理し，測定異常出現の原因を追及
して取り除くことによって患者検体の測定結
果の信頼性を確保することができます。

３ ．外部精度管理とは

　外部精度管理では，複数の施設に同一試料
を配付し，測定値を集計・統計評価すること
によって参加施設の技術水準を明確にします。
真値を知ることは非常に難しいので，このよ
うな統計量を持って真値に近い値である確度
を上げます。外部精度管理を実施している団
体は多く，日本医師会，日本臨床衛生検査技

師会，各都道府県の技師会等があります。日
本医師会のサーベイでは約２８００施設が参加し
ており，日本最大級の外部精度管理となって
います。参加施設には試料が届き，測定結果
を報告することで，その結果が全体のどの位
置に入っているのかが明確になります。ここ
で注意が必要なのは，POCTで用いられてい
る測定原理によっては，実検体と精度管理試
料の挙動が異なる場合があることです。例え
ば生化学項目の精度管理試料をドライケミス
トリーで測定すると，一般的な液状試薬とは
異なった測定値が得られる場合があります。
我々はこれを「マトリックス効果」と称して
おり，実検体では差の無い項目が精度管理で
のみ乖離する現象がある場合があります。こ
ういった場合はドライケミストリーのみを別
集計する必要が出てきます。

4 ．POCTにおける精度管理の実際

　POCTの装置での精度管理も通常の検査室
で行っている方法と大差はありません。装置
によっては装置状態を確認できるデバイスを
準備しているものもありますが，最終結果の
精度に関してはやはり精度管理物質を日常的
に測定して管理図で管理していく必要がある
と思います。クリニックであっても内部精度

図 4 　管理図
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管理と外部精度管理を行い，検査結果の質を
担保していくことで，確実な診断と治療効果
の判定，副作用の有無の判断ができると思い
ます。

５ ．かかりつけ医におけるPOCTの活用

　かかりつけ医の皆様が，患者様を前にして
実施している検査こそPOCTそのものです。
簡便で迅速な検査を実施することで診断確定
の補助や病態把握，投薬副作用の早期発見な

ど有用な情報が多く得られると思います。各
装置，キットの性能とその特性をご理解いた
だき，精度・確度の高い検査を院内で実施さ
れることを希望します。

参考文献
１ ．�POCTガイドライン第 ２ 版　日本臨床
検査自動化学会Vol.３３�Suppl.２�２００８

２ ．�２００4年版ポイント・オブ・ケア検査市
場の展望と戦略　矢野経済研究所
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　 ２月例会は「外来簡易検査と精度管理」と
いうテーマで，以下の ５つの項目について，
メーカーからの紹介という形で講義が行われ
た。
１．�外来での簡易検査（Point�of�Care�Test-
ing）とは

２．POCTにおける精度管理
３．自己血糖測定関連機器の使用法
４．POCT関連機器の紹介
５．POCT機器を使ってみよう
　ポイントオブケア検査（Point�of�Care�
Testing，POCT）は，「患者の身辺での検査」，
病院での「ベッドサイド検査」，「中央検査室
以外での検査」というような定義がなされて
いるが，一般的に診察室や病棟および外来な
どの「患者の近いところ」で行われる検査の
総称である。そのため，検査結果を即座に医
師が判断し，迅速な処置を施し，治療の過程
や予後のモニタリングまで行うという診療の
質の向上に大きく役立つとして注目されてい
る。
　POCTは外来等で行われる迅速検査なので，
そのために求められるのは，
１）�検体サンプルの前処理（遠心分離や分
注）が不要であること

２）�検体は全血あるいは尿，咽頭採取など，
披検者から簡単に採取できそのまま検
体として使用できるものが望ましい

３）�簡単な処理・検査手法であり，検査に

熟練しない者が簡単に測定でき，常に
安定した品質であること

４）�少量の検体で検査ができて患者に負担
をかけないこと

５）�機器を使用する場合は事実上メンテナ
ンスフリーであること

などであり，そのために検査メーカーによっ
て様々な工夫がなされている。
　具体的には，インフルエンザウイルスやア
デノウイルスなどの感染症検査，�心筋梗塞ま
たは心筋傷害の有無を確認するトロポニンＴ
やワーファリン使用量を決めるPT─INR検
査，全身状態を把握するための血液ガスや血
球計数検査，電解質や血糖検査など幅広い検
査が行われている。
　今回の例会では，外来で使用されている
様々なPOCT関連機器の紹介，最新の血糖
測定器とその使用体験，生化学検査及び血球
検査機器のデモンストレーション等が行われ，
実際に体験するコーナーも設けた。

■第５48回（ 2月）例会「外来簡易検査と精度管理」

2 月例会まとめ

石　橋　幸　滋
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　最近の検査機器の進歩は目を見張るものが
あり，日常診療にこれらを活用することが当
然のことになるだけでなく，在宅や健診でも

使われるようになってきているため，POCT
に関する知識を持つことが，実地医家にも必
要であることを実感した。参加者も実際に自
分で体験することで，いかに簡単に迅速検査
ができ，結果がわかるかを実感することがで
き，大変喜んでいた。
　このような体験型例会は，以前メーカーの
ショールームでの内視鏡検査や電子カルテの
紹介などでも行ったが，できれば今後も実物
を見たり触ったりする例会も企画して行きた
い。
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第５４８回　自由交見

シスメックス株式会社福田滋弘様ご発表に際
して
神保勝一：日本医師会の検査資料の提供を受
けて（年 １回）検査結果を報告していますか。
福田滋弘：参加しています。
神保：精度管理結果報告を販売する機種別に
報告（提供）していますか。
福田：結果をCD-ROM及び本に報告してい
ます。インターネット上には公開しておりま
せん。
鈴木荘一：私の医院は，臨床検査を民間セン
ターに依頼しております。午後 １時と ５時に
集配に参ります。できれば検査結果を早く

知りたいのは当然です。至急の場合は「迅
速」と朱筆して，その日のうちに電話または
FAXにて結果を知らせていただいています。
自院測定導入は，そのコストと簡便性だと思
います。できれば早く判定できる目前検査を
検討したいと思います。
ロッシュ・ダイアグノステックス株式会社阿
部仁志様のご発表に際して
梶原泰男：指先は痛みが強いので，非観血に
なるならば指先以外を勧める医師が増えてよ
いのでは。
阿部仁志：指先に近い方が動脈に近いので，
急速に血糖変動する際には困るかと思います。
指先以外には平常も測定可能です。

自　由　交　見


