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Roles of Point-of-Care Testing（POCT） at the Time of Disaster and Challenges in Its Operations: 
A Systematic Literature Review

災害における point-of-care testing（POCT）の

役割と課題：系統的文献レビュー

原　　　著

  Objective: After a catastrophic disaster, clinical laboratories often lose their function due to disruption of 
water and power supply.  Point-of-care testing（POCT） is expected to play a pivotal role in such situation. 
However, evidences of POCT usage in disaster areas are still scare.  This systematic literature review aims 
to synthesize knowledge about effective POCT operations at the time of disaster.
  Methods: Medline, Nursing Database, Ichushi-web, and Google Scholar were searched with search terms 
of ‘disaster’［AND］（‘point-of-care testing’［OR］ ‘POCT’）.  Articles written in English or Japanese that de-
scribe POCT use at the time of disaster were extracted.
  Results: The screening identified 35 articles for knowledge synthesis.  POCT shows its strength in remote 
and under-resourced areas, in the situation where prompt decision making at patient’s bedside is required, 
and in prehospital care.  Prioritized items vary by disaster phase, disaster types, and care types.  Identified 
challenges of POCT devices included environment-vulnerability, trade-offs between accuracy and other 
factors like cost and usability, information interchangeability between devices of different manufacturers.  
Challenges in logistics included information sharing system, human resources, awareness of POCT among 
healthcare staff.
  Conclusion: Although the importance of POCT at the time of disaster became apparent, there still remains 
many challenges.  Particularly, establishing scientific evidence of the effective use of POCT, developing 
community networks involving all stakeholders, raising awareness among healthcare staff, securing robust 
information system, and designing sustainable business model are required for effective POCT operation in 
future disasters.  【Original】
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　近年、自然災害はその頻度と規模を増している。

被災者の生命と健康を守るためには、発災直後より

病院機能が維持されていることが必須であるが、被

災地の病院はしばしばそのライフラインと機能に甚

大な被害を受ける 1）。特に電力・水への依存度が高

い臨床検査部門は、災害の影響を受けやすい 2）。ま

た、被災地の医療需要はしばしば平時のそれとは量・

質共に異なり、常備された検査だけでは災害医療に

対応できない場合もある。

　このような状況において、可搬性があり検査項目

の変更にも柔軟に対応が可能な Point-of-Care Test-

ing（POCT）の需要は高く、近年、臨床検査医学会等

による災害支援活動にも活用されている 3）。しかし

今のところ、災害時の POCT の役割や課題におけ

る系統立った知見の集積は行われていない。

　そこで本研究では、今後の災害へ向けた適切な

POCT の運用についての知見を得ることを目的に、

災害時の POCT における特徴と今後の課題に関す

る系統的文献レビューを行った。

I．方　　　法

　以下の方法で学術論文の選定を行った。文献抽出

の信頼性を増すため、半年以上の期間を開けて 2 回

の検索を行った（2019 年 5 月、11 月）。

A．検索方法

　Ovid を用い、Medline および Nursing Database を

検索し、タイトルまたはアブストラクトに ‘disas-

ter’、全文内に ‘point-of-care testing’ または ‘POCT’

を含むものを抽出した。また医中誌 Web を検索し、

全文内に ‘ 災害 ’ および ‘point-of-care testing’ または

‘POCT’ または ‘ 臨床現場即時検査 ’ を含む論文を

抽出した。さらに Google Scholar にて ‘Disaster’ と

‘POCT’ を含み、かつ英語・日本語で記載された論

文を抽出した。

B．選定基準

　2000 年 1 月から 2020 年 5 月の期間に出版された

論文のうち、英語または日本語で記載され、かつ災

害時の POCT による検体検査につき述べているも

の。

C．除外基準

　1）会議録、学位論文、特許申請書。

　2）治験や機器開発のみに関するもの。

　3）検体検査以外の POCT のみに関するもの。

D. 結果の抽出

　選定した論文につき、以下の内容を抽出した。

　1）論文背景：著者名、雑誌名、論文種別、

  　　    対象災害種別。

　2）災害時における、① POCT の強み、② POCT の

必要条件、③需要の高い POCT 項目、④ POCT

機器・試薬以外に必要な活動、⑤問題点、⑥今

後の対策 についての記載。

II．結　　　果

A．選定プロセス（Fig. 1）

　Ovid 検索にて 39 報、医中誌検索にて 73 報、

Google Scholar 検索にて 258 の論文を得た。重複を

除外した計 347 報のうち、35 報（英文 14 報、和文

21 報）が選定基準を満たし、かつ除外基準に該当し

なかった。

B．論文内訳（Fig. 2）

　選定した論文のうち、和文論文では総説と活動

報告が多く、調査研究は 1 報のみである一方、英

文論文において活動報告は 1 報のみであった（Fig. 

2A）。対象となる災害は、和文論文では地震、津波、

災害一般の順に多く、英文論文では災害一般、感染

症、地震の順に多かった（Fig. 2B）。共著者も含め

た著者別、掲載雑誌別にみると、73 名中 21 名（29%）

が複数の論文の著者となっており（Fig. 2C）、また

掲載雑誌についても、35 報中 22 報が 4 雑誌に集中

した（Fig. 2D）。

　選定した論文の概要を Table 1 に示す。

　また Table 2 に文献から得られた知見を示した。

以下 C ～ H にその概要を述べる。

C．災害現場における POCT の強み 4）～ 9）

　POCT の強みは、通常の臨床検査の運用が困難で

ある隔絶した場所や医療施設外で使用可能である点

である。また迅速に結果が必要な場面においても強

みを発揮する。さらに、急性期診療だけではなく災

Corresponding author: Sae OCHI, MD, PhD, Division of Laboratory Medicine, Katsushika Medical Center, 
Jikei University School of Medicine, Katsushika-ku, Tokyo 125-8506, Japan. E-mail: ochisae1024@jikei.ac.jp
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Figure 1  Screening process.

Figure 2  Background of the included articles.
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Author, Year Ref） Identified topic

Fukuda, et al. 
200933）

Understanding characteristics of disasters is important in disaster preparation.  There are trade-
offs between promptness and accuracy of testing in complicated situations like disasters.  Risk 
management system including establishment of simple and minimum workflow are important to 
reduce errors.

Oka, 200910）

Strengths of POCT are: usability in resource-limited areas; small size; ease of operation; ease of 
storage; ease of set-up and calibration. However, environmental conditions such as humidity, light, 
altitude, atmospheric pressure, humidity, vibration, dusts, inclining, and water leakage, often affect 
the accuracy of tests.

Higasino, 
200911）

POCT is impacted by environmental factors such as temperature, humidity, electricity voltage, 
inclining, vibration, and light.

Fukuda, et al. 
201035）

Selection of minimum clinical test items, rationale of prioritisation of each item, and establishment 
of risk management system are essential to ensure promptness and accuracy of POCT in disaster 
settings.

Shimetani, 
20108）

In disaster settings, POCT is used in temporary clinics in areas where infrastructure is severely 
disrupted.  POCT is essential for not only acute conditions such as heart diseases and infection, but 
also chronic conditions such as diabetes and chronic kidney diseases, which may develop severe 
conditions without appropriate care.

Kanemitsu,
201112）

POCT is useful for infection control after disasters.  Improvement in sensitivity and specificity, 
improvement in usability, development of multiplex system, development of tests that can identify 
drug-resistant strains are expected for future POCT.  Enhancement of insurance coverage is also 
needed to meet on-site needs.

Sakamoto, et al. 
20113）

Process of support activity were establishment of headquarter; collection, integration, and sharing of 
information; and securing reagents and transportation measures.  In some areas POCT was not used 
due to lack of staff.  Frequently used kits were those for blood glucose, flue test, blood coagulation, 
and pneumococcus.  On-time needs assessment was critical for effective support.

Imafuku, 
201226）

Test kits for flue, norovirus, pneumococcus, and legionella were useful for infection control at shelters.  
There were frequent requests for blood glucose tests but not so frequent need in urine tests.

Onodera, et al. 
201328）

POC testing was conducted at shelters where lifelines were not.  D-dimer well predicted below-the-
knee deep venous thrombosis.

Ueda, 201427）

Screening of deep venous thrombosis and blood glucose tests were conducted in shelters.  
Measurement error occurred under temperature of ＜ 18℃ or ＞ 32℃ .  Blood sampling from earlobes 
were preferable to that from fingertips from hygiene perspective.

Yamada, 
201429）

Relief activity using POCT requires headquarter, communication network, transportation tools, and 
systems to procure and allocate resources.  Rapid infection test kits were the most frequently used 
POCT.  To prepare for future disaster, raising awareness of the importance of laboratory testing 
among healthcare staff is important.

Sakamoto, 
201617）

Dry chemistry instrument was useful when water supply is disrupted.  Securing funding and 
transportation tool, sending engineers as well as POCT instruments were essential.  Healthcare 
staff often considered POCT is not necessary in disaster areas, but once POCT instrument and 
technicians were introduced, its usefulness and importance of clinical laboratory tests became 
recognised.

Sato, 201616）

Substitutes of reagents were not available in foreign countries.  Cooling system and power generator 
were in shortage.  Simply-designed POCT kits that require no water and power are needed in 
disaster areas.

Sakamoto, et al. 
201730）

Establishment of headquarter for disaster support, collection of resources, securing transportation 
routes, sending staff, and needs assessment were conducted.  Communication network should be 
established before disaster to integrate information and provide effective and efficient support.

Table 1  Summary of the identified articles（1/3）
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Shimetani, 
201724）

Strength of POCT is maximised in remote areas with limited access and resource availability such as 
temporary clinics in disaster-affected areas.  Glucometer, coagulation tests were the most frequently 
used POCT.  In winter, flue test kits were also needed.  Instruction leaflets with pictures were 
uploaded on the website of Japan Society of Laboratory Medicine.

Sakamoto, 
201714）

POCT cannot treat multiple patients at a time, which increased burden of laboratory technicians.  
Reagents are often expired.  Needs assessment system was established to realise effective resource 
mobilisation.

Kushibiki,  
201718）

The most needed items in the disaster areas were battery-powered instruments that measures 
electrolytes, blood glucose, blood gas, BUN, creatinine, prothrombin time, D-dimer, and other 
biochemical tests.  Training POCT coordinators who can use POCT in a safe and appropriate manner 
is required to prepare for future disasters.

Ikeda, et al. 
201737）

Regional alliance network of disaster management was established, which involved Japanese 
Association of Medical Technologists, Prefectural associations of laboratory technicians, disaster 
basement hospitals, and distributors.  Such relief system should be systematized and prepared before 
disaster.

Kosakai, 
201836）

Communication network between laboratory technicians and other hospital staff was established.  
Laboratory technicians visited disaster areas to explain how to use POCT.

Hanzawa, 
201815）

Pseudo-positivity should be taken into consideration at the time of screening.  Battery-driven POCT 
instruments with small size that generate no waste fluid are needed.  To prevent tetanus infection, 
blood sampling from fingertips should be avoided.

Mitsumura, 
201931）

In the disaster aftermath, needs in clinical laboratory tests shift with time.  Promptly after a disaster, 
tests for triage and tests to diagnose crash syndrome and deep venous thrombosis are helpful.  In 
acute phase, tests for acute care such as surgery and resuscitation are needed.  In chronic phase, 
tests for infection become important.

Kost, 2006 6） POCT contributes to evidence-based diagnosis, monitoring, and therapy in disaster settings, and 
helps offset shortages in health professionals.

Louie, et al. 
200819）

Hospitals were not adequately prepared for the volume of testing in disaster areas.  Other needs 
include improved durability and shelf-life of POCT reagents, energy-efficient mechanisms such as 
isothermal nucleic acid amplification.  POC professionals to develop field-robust POCT devices and 
durable single unit-use tests for disaster care are required.

Hal, et al. 
200934）

Laboratory testing including POCT demonstrated limited utility in containment of influenza during 
mass gatherings, seasonal epidemic and possibly pandemic influenza.  Case definitions are more 
effective strategy.

Louie, et al. 
200920）

POC subtyping of pathogens has potential to detect new strains in the community and guide 
antiviral treatment. Technological gap lies in complexity in performing the test, multiplex test 
cluster capability, flexibility of the test panel, size of the instrument, susceptibility of the devices to 
environmental stresses, and performance trade-offs such as accuracy versus cost.

Kost, et al. 
200921）

In disaster settings, handheld devices were preferred to portable or transportable ones and 
disposable test cassettes were preferred to waste disposal reservoir.  Prioritised pathogen types 
vary by situations and types of disasters.  Successful POCT operation in disaster settings requires 
strategic planning, standardisation, environmental robustness, and knowledge optimisation.

Yu, et al. 
201032）

Key challenges in operation of POCT were establishing robust multi-nodal field area network, 
documenting and sharing POCT results for telemedicine, triaging and tracking patients, protecting 
POCT from environmental factors, minimizing security risks and documentation errors, and 
providing education and training.

Kost, et al. 
201223）

Thai medical professionals selected tests for blood cell count, electrolytes, blood type, and 
haematocrit as top priorities for POCT.  Direct blood sampling with cassettes was preferred.  
Staphylococcus aureus, SARS, Streptococcus pneumoniae, and hepatitis B were prioritised infections.  
Environmental factors to be considered were temperature, vibration, humidity, and physical impact.

Table 1  Summary of the identified articles（2/3）
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Kost, et al. 
201222）

A questionnaire targeting 214 experts revealed that in disaster settings, disposable test cassette 
sample tubes were preferred.  Tests in needs were MRSA, Vibrio cholerae, Staphylococcus typhi, and 
E-coli for disaster in general; MRSA, Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, and 
Staphylococcus pneumoniae for sepsis; and HIV, hepatitis virus for blood donor screening.

Tran, et al. 
201225）

To diagnose patients with acute myocardial infarction after a disaster, environmentally robust POC 
assays for troponin T and/or thermo-modulating containers are needed.  For patients with acute 
kidney diseases, measurement of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and B-type natriuretic 
peptide is useful. Multiplex POC pathogen detection will improve patient outcomes.

Curtis, et al. 
201313）

POCT devices used by United States disaster caches were compared with commercially available 
ones. Deficiencies in cardiac biomarkers, haematology, infection, and information connectivity 
were identified.  Compact, portable, maintenance free items were recommended.  Periodical needs 
assessment are needed.

Brown, et al. 
20139）

Laboratories should utilise indigenous skills for long-term operation.  Test menu needs to be 
structured before a disaster occurs.  In resource-poor settings, ‘waste not, want not’ mindset 
may hinder quality control because staff of laboratories do not like to discard poor-quality kits.  
Information system and supply system are often in shortage.  Cost of POC devises should be taken 
into consideration in resource-poor areas.

Kost, et al. 
20157）

Spatial Care Path, defined as the most efficient route taken by the patient when receiving 
definitive care, will facilitate prevention and intervention against Ebola outbreak.  POCT should be 
implemented according to needs in any settings to achieve timely evidence-based decision making 
and to optimise the use of medical resources.

Irenge, et al. 
20174）

Biochemical monitoring was conducted at a laboratory tent for Ebola-infected patients.  Electrolyte 
deficit was corrected by using POCT.  Shortcomings were observed in daily quality control tests, 
cleaning of cartridges, and troubleshooting.

Kost, 20185）

POCT is helpful for supporting critically ill patients in isolated areas, quickly detecting outbreak, and 
improving the efficiency and effectiveness of quarantine and treatment centres.  Business models 
for sustained commercial enterprise are not established, nor are POC devices fully developed.  POC 
coordinators, secure protection measures, and more robust tests need to be developed.

害の影響が長期に及んだ時には、慢性疾患診療など

の日常診療にも用いることができる。

D．災害時 POCT の必要条件 6）10）～ 23）

　災害現場では物的・人的資源やインフラストラク

チャーが制限されており、操作や精度管理・リスク

管理が簡便で、かつ電気や水を要さないことが求め

られる。また異なる POCT 間や平時の情報システ

ムとの互換性も求められる。

E．需要の高い POCT 項目 4）18）20）～ 28）

　需要の高い一般検査、診断用検査、感染症検査を

Table 3 に示す。血糖測定器は様々な災害現場に共

通して需要が高い一方、他の診断用検査、感染症

検査については災害種別により需要が異なった。

また検体処理につき、多数検体を同時処理できる

装置と、多数項目を同時測定できる（マルチプレッ

クス）装置のどちらが望ましいかについては意見が

分れた 21）25）。

F．POCT 運用に必要な活動 3）7）9）13）14）17）24）25）29）～ 31）

　被災地内においては、記録手段や環境管理の計器

類を確保し、作業工程の確立、スタッフの現地雇用

と教育を行うことが必要である。

　被災地外においては、支援体制、特に対策本部

が資源と情報を一括し、POCT 戦略を確立する必

要がある。 

G．問 題 点4）6）9）12）～ 16）19）～ 22）27）29）32）～ 34）

　POCT 機器自体の問題点として、環境脆弱性、

管理・機器トラブル対応の支援体制不足、異なる

POCT 機器間のデータ・試薬等の互換性不足など

がある。災害時に求められる迅速性や可搬性、簡

便性、安価さと測定値の精度との間には二律背反

（トレード・オフ）が存在し、偽陽性・偽陰性への

配慮も必要である。

　また兵站（ロジスティック）上の問題点として、

情報収集・提供システムやデータの共通化・標準化、

Table 1  Summary of the identified articles（3/3）
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Table 2  Summary of the findings（1/2）

POCT
の強み

隔絶した場所での使用 交通が遮断された地域、遠隔地、感染隔離テント内など

即時検査 血糖自己測定、重篤患者のベッドサイド医療など

医療機関搬送前の診断 感染症アウトブレイクの同定、感染症治療の開始など

医療機関被災時の診療 病院機能の回復が遅れたときの日常診療など

POCT
に求めら
れる要件

資源やインフラストラ
クチャー制限下の運用
の可能性

・システムがコンパクトで設置面積が狭い、あるいは携帯可能であること
・水や電気を必要としないこと：ドライケミストリ法や等温核酸増幅法など 
・廃液を出さないこと
・検査結果の解釈や判断が不要であること

操作の簡便性

・設置が容易であること
・検査手順が簡便であり、事前の知識や訓練が不要であること
・試薬や消耗品の保存が容易であること
・システムの立ち上げと測定時間が短時間であること
・手技が自動化されていること

精度・リスク管理の
簡便性

・システム校正が容易であること
・検体の前処理が容易である：特に全血検査であること
・汚染防止が容易であること：閉鎖経路による検体採取、使い捨て可能な

廃棄物容器など

互換性
・中央検査部データと互換性があること
・異なる POCT 情報とのデータ互換性があること

需要の高
い POCT
項目

（Table 3）

常に需要が高い検査 血糖測定

災害ごとに需要が異な
る検査

心筋梗塞や急性腎障害、感染症検査

論文ごとに意見が異な
る需要

多数検体を同時に処理できる装置と多数の検査項目を同時測定できる装
置のどちらが望ましいか

POCT
運用に必
要な活動

被災地外の活動

・対策本部の設置：資金・物資の調達、搬送手段の確保、現地の情報収集、
定期的な需要の評価（ニーズアセスメント）、適切な資源分配、人員派遣、
Web サイト等を用いた POCT の情報提供

・POCT 戦略の確立：試薬の使用期限や需要の変化の調査・対応、資源や
コスト戦略、必要量のみを被災地に届ける方策

被災地内の活動

・記録手段の確保：電子カルテを搭載したラップトップなど
・温度・湿度管理の手段の確保：保温容器、湿度計
・作業工程の確立：効率的な医療資源活用と医療安全確保への配慮
・雇用・教育：POCT を扱うスタッフの現地雇用、現地で機器を扱う人間

の教育教材の準備

問題点 POCT 機器の問題

・環境脆弱性
➢ 機器が湿度、光、気圧、振動、埃、水平、水漏れの影響を受けやすいこと
➢ 低温（＜ 18℃）、高温（＞ 32℃）条件下での精度低下

・精度・品質等の管理及びトラブル対応
➢ 現地での機器の精度管理と機器トラブル対応の支援不足
➢ 期限切れ試薬の確実な廃棄

・互換性
➢ 異なる災害支援チームによる異なった POCT 機器導入
➢ 機器間の情報や試薬の互換性の不足
➢ 現地での POCT 試薬調達困難

・診断精度
➢ 迅速性や可搬性、簡便性、費用と検査精度との間の二律背反（トレー

ド・オフ）

➢ スクリーニング時の偽陽性・偽陰性への配慮
➢ 定性検査の限界
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問題点
ロジスティックス
（兵站）上の問題

・記録・情報収集
➢ POCT の測定結果を公式な医療記録として残すための情報収集・提

供システム不足
➢ 患者 ID 等の共通化、データの標準化
➢ 入力エラー防止や情報セキュリティの確保

・人的支援
➢ 多数検体の同時測定や 1 検体あたりの多数項目の同時測定ができな

いことによる検査技師の作業量増加
➢ 人員不足による現地 POCT 利活用困難

・災害前の準備
➢ 病院 POCT 機器の災害による破損
➢ 患者の増加に対する備蓄量不足

・認知・周知
➢ 感染症等において、POCT が存在しても疾患を疑わない限り感染が

収束しないことがあること
➢ 臨床検査の必要性が認識されないこと

今後の
対策

医療施設

・災害時に必要な POCT 項目の選定と優先順位付け
・災害時の POCT 運用を含めた危機管理システムの構築
・平時からの検査部以外の部署とのコミュニケーション構築
・災害時に医療者の安全を守る手段の確保

地域医療

・医師会、技師会、学会、医療施設、企業などの関連業種を含む地域連
携ネットワークの構築

・地域連携ネットワーク同士を連携するシステム（Small-World Network）の
構築

・現地の POC コーディネーター育成

国 災害時 POCT に対する保険診療の適応範囲の拡大

企業
・環境耐性が高く保管期間の長い POCT 機器の開発
・災害時の試薬の提供や機器の貸し出し体制の確立
・災害時 POCT につき継続性のあるビジネスモデルの確立

学会

・災害時の支援につき、下記を含めた実務知識の蓄積
➢ 物流経路の確保
➢ 複数の情報経路を用いた現地の情報収集
➢ 被災地ハブの形成
➢ 他の医療支援活動との協力

・現行 POCT が需要に適しているかどうかの定期的な評価
・検査者・検査利用者両者への災害時 POCT 教育
・POCT の災害医療における有用性についての科学的エビデンスの構築

Table 2  Summary of the findings（2/2）

入力エラー防止や情報セキュリティシステムの構築

の困難さが挙げられる。さらに POCT 装置の災害

による破損、備蓄量不足などの災害前準備の問題や、

検査部以外のスタッフの POCT に対する認知不足

も問題点として挙げられた。

H．今後の対策 4）5）9）12）～ 14）16）18）19）21）29）30）32）35)～ 37）

　災害時の POCT 有効活用のためには、医療施設

ごとの対策だけではなく、地域医療のネットワー

ク構築、国による保険診療適応拡大、企業の POCT

機器開発や学会による支援など、関連業種ごとの対

策が必要である（Table 3）。また平時より救急、訪

問診療、遠隔診療などの他分野との連携体制を構築

する必要がある。

III．考　　　察

　本研究は、災害時の POCT に関する系統的文献

レビューを行った初の論文である。災害時の POCT

の重要性が明らかとなる一方で、種々の未解決課題
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も明らかになった。災害時には POCT の強みと弱

みも把握した上で、医師、看護師、保健師、薬剤師、

救急救命士などの医療職や行政関係者・警察関係者・

ボランティアなどの非医療職など、検査部以外の他

業種と連携した運用が必要である。筆者自身の被災

地での活動経験を鑑み、本研究で抽出された課題の

うち特に解決が急がれるのは、社会一般への POCT

の周知、情報の標準化と共有システム構築、コスト

問題の解決であると考える。

　災害医療には上述の通り検査部以外の多くのス

タッフが関わるため、これらの人々に POCT の存在

や有効性が認知されない限り POCT の有効活用は困

難である。今般の新型コロナウイルス パンデミック

においても可搬型 PCR 装置の精度管理等の問題が

社会一般に理解されず、精度を度外視した検査拡充

が進められる場面があったことも、POCT の基本的

知識を平時から周知することの重要性を示している。

　災害時の POCT 記録は、通常の医療情報と異な

る記録・運用をされることが多いが、記録の散在に

より災害後に情報を統合できず、被災地住民の健康

状態把握の障壁となる。また被災地医療の透明性・

安全性を確保するためにも平時の医療情報システム

と統合され、参照を容易にすることが望ましく、情

報の標準化や医療情報部門との連携も必須と考える。

　現在、災害時の医療資源は無償提供・無償貸与で

あることが多い 3）が、東日本大震災や今般のパンデ

ミックでも見られる通り、大規模災害時の災害医療

は外部支援よりも現地の医療スタッフにより支えら

れることが多い。災害は時に長期に及ぶため、無償

提供に頼る災害時の POCT 運用は、被災地の医療

崩壊を早める結果ともなり得る。永続的かつ安定し

た災害医療を提供するためには、保険適応の拡大も

含め、ビジネスが継続可能なシステムも構築する必

要があるだろう。

　本研究の限界として、文献レビューであることに

よる出版バイアスを除くことができないことが挙げ

られる。本研究は系統的レビューであり論文の選定

に恣意的な偏りはないにも拘らず、掲載誌や著者に

大きな偏りが見られた（Fig. 2）。このことからも災

害時 POCT の関心層が非常に限局的であることが

分かる。より信頼性の高いエビデンス構築のために

は、関心層を広げると共に被災地での一次情報を蓄

積するシステム構築も必要であると考える。

IV．結　　　語

　災害時の POCT 利活用につき系統的レビューを

行った。POCT 機器だけではなく、POCT 運用や認

知度等の課題が抽出された。災害大国である日本で

は、将来起こり得る災害に備え、これらの課題が災

害前に解決される必要がある。

Category  Prioritized Items

Routine care Glucometer, blood cell counts, hematocrit, electrolyte, blood gas, biochemical tests

Diagnostic tests

Deep venous 
thrombosis

D-dimer

Heart failure
B-type natriuretic peptide（BNP） or N-terminal prohormone of BNP（NT-pro 
BNP）, PT-INR

Acute myocardial 
infarction

Troponin T

Acute kidney
 disease

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin（NGAL） in combination with BNP

Infection
screening

Shelters Flue, norovirus, legionella 

General patients
Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus（MRSA）, co-
rona virus, Streptococcus pneumoniae, hepatitis B, Vibrio cholerae, Staphylococcus 
typhi, and Escherichia coli, multiplex pathogen detection

Septic patients
MRSA, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus pneumoniae

Pandemic Corona virus, Ebola virus, drug-resistant tuberculosis, virus subtyping

Blood donation Blood typing, HIV-1/2, hepatitis B, hepatitis C

Table 3  POCT items needed in each situation
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