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第１章 概要 

 

1.1 特徴  

QC Register は測定した QC データを CaresphereTM XQC システム・SNCS/eQAPiシステムに簡単に送るため

の Web プログラムです。 

(1) PC にインストールする必要はありません。 

(2) データは手入力又はファイル読み込みができます。 

(3) 日内データを送信する場合は、送信データを元に QC-Report から内部精度管理図(Xbar-Rs-R 管理図)を作

成することができます。 

(4) 日内データは翌日 8 時まで、日次データおよび月次データは翌月 10 日まで CaresphereTM XQC に送信可能

です。SNCS/eQAPiの場合は「翌月第二木曜日」まで送信可能です。 

(5) 送信データは修正及び削除ができますが、一部条件があります。 

 

1.2 作業の流れ 

(1) データを QC-Register の画面から手入力する場合  ※対象分野：全分野 

 

 

 

(2) 分析装置から QC データを出力しそのファイルを取り込む場合 ※対象装置：血液、生化学・免疫分析装置

(一部除く) 

 

 

 

 

 

 

 

※赤枠の部分は、事前に申請していただけば弊社で設定します。 

 

(3) eqc ファイルを取り込む場合  ※対象分野：全分野 

 

 

 

 

 

 

QC Register

にログイン 

測定項目管理 

設定(初回のみ) 

日内・日次・月

次データ登録 

設定回のみ) 

 

QC Register

にログイン 

測定項目管

理設定(初

回のみ) 

日内・日次・

月次データ

登録 

 

ロット番号管理

(初回及びロット

変更時) 

機器から QC データ出力 

登録 

QC Register

にログイン 

測定項目 

管理設定 

(不要) 

日内/日次/月次

データ登録 

登録 

ロット番号管理

(不要) 

LIS 又はエクセルにて eqc ファイル作成 

登録 
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1.3 動作環境 

対応 OS：Windows 10 

対応ブラウザ：Internet Explorer 11、Edge、Google Chrome、FireFox 

 

1.4 対応機種  

メーカー 機種 

日本電子株式会社 BM シリーズ、ZS-050 

株式会社日立ハイテクノロジーズ LABOSPECT008/008α/006/003、H-7700/7600、 

H-7180(EV800)、3100、3500 

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 モジュラー、Cobas6000 c501、Cobas8000 c702/c502 

ベックマンコールター株式会社 AU400/480/640/680/700/Dx700Au、 

AU2700/5400/5800 

キャノンメディカルシステムズ株式会社 TBA-200FR NEO/120FR/2000FR/1500FR/ 

Accute-RX/40FR Accute/、 

TBA-c4000/c8000/c16000、TBA-FX8、TBA-nx シリーズ 

シーメンス株式会社 Dimension (EXL,RxL Max) 、Atellica CH930 

アボット Alinity ci シリーズ 

東京貿易 ビオリス 24i プレミアム / 30i 

2021 年 8 月現在 

 

1.5 各アイコンの説明 

 

データ登録メニュー：分析装置から出力した QC データのファイルの取り込む時、日内・日次・月次データの手入力

時に使用します。 

※データ取り込み、日内データ登録、日次月次データ一覧、血液データ取り込みのアイコンはこの

中にあります。 

設定メニュー ：分析装置から出力した QC データと各項目の情報をマッチングさせるためにあらかじめ設定する為

に使用します。測定項目の追加、測定条件の修正を行う場合も使用します。 

なお、既に他の方法でデータの登録を開始している場合は、サポートインフォメーションの装置情

報の中のコードリストの情報が反映されていますので、基本的な情報(項目、方法、温度、校正、
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試薬メーカー、単位などのコード)に関しては新規に登録する必要はありません。 

※測定項目管理、測定項目コピーのアイコンはこの中にあります。 

取扱説明書（基本操作）：基本的な操作方法が格納されています。 

取扱説明書（血液装置）：血液装置の設定方法が格納されています。 

取扱説明書（生化学装置）：生化学装置の設定方法が格納されています。 

 

 

 

データ取り込み：分析装置から出力した QC データのファイルを取り込む時に使用します。 

※ロット番号管理のアイコンはこの中にあります。 

日内データ登録：日内データを直接入力する場合、又は、QC データの取り込みを行った後にデータを確認・修正

するために使用します。 

日次月次データ一覧：日次データ、月次データを直接入力する場合、又は、QC データの取り込みを行った後にデ

ータを確認・修正するために使用します。 

血液データ取り込み：XE シリーズ、XS シリーズ、XT シリーズの QC ファイルを取り込む際に使用します。 

 

   

測定項目管理 ：分析装置から出力した QC データと各項目の情報をマッチングさせるためにあらかじめ設定する

為に使用します。測定項目の追加、測定条件の修正を行う場合も使用します。 
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なお、既に他の方法でデータの登録を開始している場合は、サポートインフォメーションの装置情

報の中のコードリストの情報が反映されていますので、基本的な情報(項目、方法、温度、校正、

試薬メーカー、単位などのコード)に関しては新規に登録する必要はありません。 

測定項目コピー：同一施設に複数台数装置がある場合、コピー元装置の情報をコピーするために使用します。 

 

「ホーム ＞データ登録メニュー＞ データ取り込み」画面 

 

ファイル選択  ：分析装置から出力した QC データのファイルを取り込む際に使用します。 

ロット番号管理：QC データのファイルの中にあるコントロール情報に対して、正しい試料名とロット番号情報を連携し

付加させるための設定を行います。ロット番号が変更になった場合は再設定が必要です。 

eqc ファイル選択：eqc ファイルを取り込む際に使用します。 

オフライン QC 選択：XN シリーズ、XR シリーズのオフライン QC ファイルを取り込む際に使用します。 

 

 

「内部精度管理専用メニュー」のみ 

マスター設定 – 項目情報 ：CaresphereTM XQC に登録されていない項目の情報（項目・方法・試薬・単位）

を入力します。 
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第 2 章 データ入力 

 

2.1 QC-Register の画面から手入力する場合  

 

 

 

 

2.1.1 測定項目の設定 

(1) 新規に入力する場合 

a. QC-Register にログインして、装置一覧 画面から対象装置を選択します。(赤枠部分) 

 

b. [設定メニュー] (黄枠部分)をクリックします。 

 

c. [測定項目管理] (黄枠部分)をクリックします。 

 

d. [項目追加] (緑枠部分)をクリックして、新しい行を追加します。 

QC Register

にログイン 

測定項目管理 

設定(初回のみ) 

日内、日次、月次

データ登録 
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e. [表示順]から[方法コード]など、いずれかをクリックすると入力可能な枠が現れます。(以下赤枠) 

 

f. [項目名] [分類コード] [方法コード] [機種] [較正] [温度] [試薬] [単位] を入力してください。 

コードの詳細は各分野別のコード表を参照してください。 

手入力の場合、[測定項目情報]は入力不要です。 

g. 測定項目の並び順を必要に応じて[表示順] に入力してください。入力が完了したら「登録」をクリックしてくださ

い。 

 

 

 (2) コードリストが既に作成されている場合 

※いずれかの方法(FAX の場合も含む)で 1 回でもデータを送っている場合、集計された項目がコードリストに反

映されています。 

過去にコードの修正・追加をされている場合は、こちらの画面にも全て載っていますので、不要な行があれば削

除し、追加が必要な場合は、項目追加をしてください。 
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2.1.2 日内データ登録 

「コントロール」と「ロット番号」を選択すると、データをはじめて登録する場合は、以下のように「該当データがありません」

のメッセージがでます。 

 

 

引き続き、「新規データ追加」ボタンをクリックすると、以下のようにデータを入力する枠が出ます。 

 
 

枠の中をクリックすると、以下のように測定日、時刻、各項目の数値が入力可能になります。 
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データを入力した後、「保存」をクリックします。 

 

※「保存」する前は、各項目のデータの修正・削除はできます。また、「クリア」をクリックすると該当行のデータを削除

できます。また、同一時刻のデータは重複して登録することはできません。 

なお、一度「保存」をクリックするとこの画面からデータの削除はできなくなります。 

⇒ データ修正・削除の方法は、「第 3章 データの削除と修正」 を参照してください。 

 

2.1.3 日次月次データの登録 

プルダウンで「日次データ」または「月次データ」、「測定年月」、「コントロール」、「ロット番号」を選んで、「選択」をクリッ

クしてください。データをはじめて登録する場合は、以下のように「該当データがありません」のメッセージがでます。 

 

引き続き、「新規データ登録」ボタンをクリックすると、以下の画面に変わります。日次データ登録の場合、日付を選択

してください。なお、月次データは日付の選択がありません。 

 

 

 

 

引き続き、「入力開始」ボタンをクリックすると、以下のようにデータを入力する枠が出ます。 

枠の中をクリックすると、Mean、SD、N の数値が入力可能になります。 
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データを入力した後、「登録」をクリックします。 

 

※一度「登録」をクリックするとこの画面からデータの削除はできなくなります。 

⇒ データ修正・削除の方法は、「第 3章 データの削除と修正」 を参照してください。 
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2.2 分析装置から QC データを出力し、そのファイルを取り込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 機器から QC データを出力 

QC データには、測定項目管理を設定するために必要な各種情報が含まれていますので、あらかじめ出力しておい

てください。 ⇒QC データ出力方法は分析装置毎に異なります。別紙、取扱説明書（生化学）・（血液）を

参照してください。 

 

2.2.2 測定項目の設定 

(1) 新規に入力する場合 ⇒「測定項目管理」新規登録の方法は、2.1.1 測定項目の設定を参照してください。 

設定完了後は[登録]ボタンをクリックしてください。 

(2) コードリストが既に作成されている場合 

※いずれかの方法(FAX の場合も含む)で 1 回でもデータを送っている場合、集計された項目がコードリストに反

映されています。過去にコードの修正・追加をされている場合は、こちらの画面にも全て載っていますので、不要

な行があれば削除し、追加が必要な場合は、項目追加をしてください。 

なお、こちらの画面で項目追加した後、データ送信を行うとサポートインフォメーションサイトの「コードリスト」画

面に自動的に反映しますので、二重に登録する必要はありません。 

但し、こちらの画面で削除を行っても「コードリスト」画面の項目は削除されません。 

 

測定項目情報に必要な情報を入力してください。 

⇒分析装置毎に「測定項目情報」は異なります。別紙、取扱説明書（生化学）・（血液）を参照してください。 

設定完了後は[登録]ボタンをクリックしてください。 

QC Register

にログイン 

測定項目管

理設定(初

回のみ) 

日内データ 

登録 

ロット番号管理

(初回及びロット

変更時) 

機器から QC データ出力 

登録 
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2.2.3 ロット番号の設定 

ここでは、機器から出力した QC データにコントロール名とロット番号を関連付けるため設定を行います。 

(1) 初めて利用する場合、[データ登録メニュー]の[データ取り込み]から[ファイル選択]をクリックします。(赤枠部分) 

 

(2) QC データの入ったファイルを読み込みます。「特定方法」と「ロット番号情報」に関する情報を読み込み、表示し

ます。(青枠部分) 

 

(3) 「コントロール」の緑枠部分をクリックすると「コントロール」と「ロット番号」の部分に選択可能なプルダウンメニュー

が表示されます。 

 

(4) プルダウンメニューから以下のように「コントロール」と「ロット番号」を選択します。(緑枠部分) 

 

(5) この例では、No.3 の(ISE-チェック H)と No.4 の(ISE-チェック L)は QAP の集計対象外コントロールなので、「除

外コード」(赤枠部分) にチェックを付け、[保存]をクリックします。 

 

注意!! 重要なポイント 
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不要なコントロールということで「削除」すると、後でデータ取り込みを行った際に、再度ロット番号管理画面が出てき

てしまい、データの登録ができませんので削除はしないでください。 

⇒ロット番号の特定方法は分析装置毎に異なります。 

別紙、取扱説明書（生化学）・（血液）を参照してください。 

 

2.2.4 データ登録 

ロット番号管理を正しく設定した後、再度 QC データから[データ取り込み]を行うと以下のように各項目のデータが

取り込まれます。 

 

画面右及び下のスライドバーをスクロールしてデータが格納されていることを確認してください。 

[確定]をクリックするとサーバにデータが保存されます。 
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2.3 eqc ファイルを取り込む場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 eqc データファイルの作成 

あらかじめ LIS 又はエクセルにて eqc データファイルを作成してください。 

 

2.3.2 eqc ファイルの登録 

「データ登録メニュー」から[データ取り込み]で[eqc ファイル選択]を行うと以下のように各項目のデータが取り込まれ

ます。eqc ファイルの場合は、機種、バージョン、単位種別の入力は不要です。 

 

 

 

画面右及び下のスライドバーをスクロールしてデータが格納されていることを確認してください。 

[確定]をクリックするとサーバにデータが保存されます。 

 

【ご注意】 

QC Register 
測定項目 

管理設定 

(不要) 

日内/日次/月次

データ登録 

登録 

ロット番号管理

(不要) 

LIS 又はエクセルにて eqc ファイル作成 

登録 
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 eqc ファイルを取込む場合、「測定項目管理」を開くと 測定項目情報 が重複している場合があります。このような

場合は、そのまま「登録」をクリックすると以下のようなエラーが発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT の秒、%、INR が重複しています。 

 

この場合は、以下のように 測定項目情報 を区別できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT の秒、%、INR が区別できるようになりました。 
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2.4 検査システム(LIS)から MCP-QC フォーマットの QC データを出力し、そのファイルを取り込む場合 

(1) MCP-QC フォーマット の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) MCP-QC_Lot_Replace の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 検査システム(LIS)などから MCP-QC フォーマットファイルを出力 

QC-Register で読込み可能なフォーマット(MCP-QC フォーマット)で出力したファイルを利用することにより分析装

置に依存することなく全分野のデータを登録することができます。 

 

MCP-QC フォーマット ファイルの仕様（読込ファイル） 

(1)ファイル形式 

・ファイル名 ：XXXXXXX.TXT もしくは XXXXXX.CSV  (X は半角英数)  

・ファイル形式：シーケンシャルのＣＳＶ形式 

・レコード件数：可変（レコードの区切りは CR+LF） 

 

(2)内容 

日付(8 桁)、項目コード(最大 10 桁)、コントロール LOT 又は番号(最大 14 桁)、生データ(8 桁) 

（例：20210401,001,1QL-121,5.13  CR+LF） 

 

詳細情報 

① 日付       YYYYMMDD   例：2018 年 12 月 1 日の場合は 20181201 

   1 ヶ月分のデータが 1 つのファイルの中にあっても OK です。 

② 項目コード   QC-Register の「測定項目情報」に設定する項目コード  

例：001 ,002 、AST,ALT 又は QAP コード(3A010 ,3B035) でも可  

QC Register

にログイン 

測定項目 

管理設定 

(初回のみ) 

日内/日次/月次

データ登録 

登録 

ロット番号管理

(不要) 

LIS またはエクセルにてファイル作成 

QC Register

にログイン 

測定項目 

管理設定 

(初回のみ) 

日内/日次/月次

データ登録 

登録 

LIS またはエクセルにてファイル作成 

ロット番号管理

(初回及びロット

変更時) 
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③ コントロール LOT   マスターに登録されているコントロールロット 例：1QL-121 , 2QL-221 

       又は、コントロールを識別できる英数文字. (例 1 , 2 又は QAP-1, QAP-2 など) 

④ 生データ    ######.####   整数部：1～6 桁、小数部：0～4 桁 

 

例 1  (1 行目⇒ 2018 年 1 月 31 日、項目:001、ロット番号:1QL-118、データ 5.3) 

20180131,001,1QL-118,5.3 

20180131,001,1QL-118,5.5 

20180131,001,2QL-218,6.8 

20180131,001,2QL-218,6.9 

20180131,002,1QL-118,56 

20180131,002,1QL-118,58 

 

補足説明：項目 001、002 は QC-Register の「測定項目情報」に登録してください。 

ロット番号の読み替えが不要な場合は、データ取り込みの際に バージョン として 

「MCP-QC」を選択してください。 

 

例 2  (1 行目⇒ 2018 年 1 月 31 日、項目:TP、ロット番号:QAP-1、データ 5.3) 

20180131,001,QAP-1,5.3 

20180131,001,QAP-1,5.5 

20180131,001,QAP-2,6.8 

20180131,001,QAP-2,6.9 

20180131,002,QAP-1,56 

20180131,002,QAP-1,57 

 

補足説明：ロット番号 QAP-1、QAP-2 は QC-Register の 「ロット番号管理」の設定で 1QL-118、 

2QL-218 へ読み替えが可能です。 

ロット番号の読み替えが必要な場合は、データ取り込みの際に バージョン として 

「MCP-QC_Lot_Replace」を選択してください。 
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2.4.2 測定項目の設定 

   2.2.2 測定項目の設定をご参照ください 

2.4.3 ロット番号の設定 

ここでは、検査システム(LIS)などから出力した MCP-QC フォーマットの QC データにコントロール名とロット番号を関

連付けるため設定を行います。 

(1) MCP-QC フォーマットの QC データの中に正しいロット番号が登録されている場合は、ロット番号を登録する

必要がないため、バージョンとして[MCP-QC]を選択します。その場合、「ロット番号管理」のアイコンは灰色に

なり、選択できないようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) MCP-QC フォーマットの QC データの中のロット番号を読み替える必要がある場合、初回は[データ取り込み]か

ら機種を選択し、バージョンとして[MCP-QC_Lot_Replace ]を選択します。(赤枠部分) 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 以下は一例ですが、ロット番号情報 を読み替えるために コントロールとロット番号を登録してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

注意!! 重要なポイント 

不要なコントロールということで「削除」すると、後でデータ取り込みを行った際に、再度ロット番号管理画面が出てき

てしまい、データの登録ができませんので削除はしないでください。不要な行は除外コードに レ点を付けてください。 



作成 2021/10/04 

 19/26 

 

 

2.5 データ閲覧(確認) 

登録したデータの閲覧は、次の 2 種類の方法によりできます。 

(1) [日内データ登録]と[日次月次データ一覧]から行う方法 

 

 

 [コントロール]と[ロット番号]を選択すると、以下のようにサーバ内のデータを確認することができます。 

 

 

(2) サポートインフォメーションサイトから確認する方法 

a. サポートインフォメーションサイトにログインしてください。 

b. CaresphereTM XQC システムからメニューに入り、「装置一覧」画面で測定日時をご確認ください。 

 

※月次データの確認は、左側メニューのマンスリーを選択し測定月をご確認ください。 
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c. 装置一覧から確認したい装置をクリックするとデータを確認することができます。 

※詳細は CaresphereTM XQC 取扱説明書をご参照ください。 
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第 3 章 データの削除と修正 

 

3.1 データの削除 

3.1.1 「データ取り込み画面」で「確定」する前 

 確定前であれば、「除外」をクリックすると取り込んだその行のデータ全てを削除できます。 

 項目毎の個別データを除外する場合は、個別セルに入力された値を Delete して「保存」をクリックします。 

 

 

3.1.2 QC Register の「日内データ登録画面」で確定後にデータを削除する場合 

 「日内データ登録画面」を開いた時に測定日の左隣に「クリア」ボタンをクリックし、データを削除します。 

 項目毎の個別データを削除する場合は、個別セルに入力された値を Delete して「保存」をクリックします。  

※注：データが削除できるのは、測定日の左に「クリア」ボタンが表示されている場合のみです。クリアボタンは日次集

計が完了している場合のみ表示されます。（日次集計は通常、測定日の翌日 21 時から開始し、早朝まで

に完了します。） 

また、データが削除（クリア）できるのは、クリア後のデータ数が１以上ある場合に限ります。 

クリアできない場合は、サポートインフォメーションサイトの Data Input 画面からデータを削除してください。 
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3.2 データの修正 

「日内データ登録」と「日次月次データ一覧」画面からのみデータ修正が可能です。「データ取り込み画面」では、

データの修正はできません。 

 

3.2.1 「日内データ登録画面」からのデータ修正 

修正が必要な項目のデータを正しい値に変更後、画面左上の「保存」キーをクリックします。 

 

ただし、「クリア」が表示されているデータを修正した場合は（日次集計が完了しているため）CaresphereTM 

XQC にある日内データは変更されず、日次データのみが修正されます。なお、月次集計結果には修正されたデー

タが反映します。 

※1 測定日の翌日 8 時までは日内データの変更が可能です。 

※2 測定日の翌日 8 時以降～月次締め日(CaresphereTM XQC は翌月 10 日、SNCS/eQAPiは「翌月

の第二木曜日)までは、日次データとして変更が可能です。 

 

3.2.2 「日次月次データ一覧」からのデータ修正 

修正が必要な項目のデータを正しい値に変更後、画面右上の「保存」キーをクリックします。 

      

※日次月次データは、翌月 10 日まで変更が可能です。SNCS/eQAPiの場合は「翌月の第二木曜日」

まで変更可能です。 
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よくある質問 (FAQ) 

Q-1  取り込み可能な QC データのファイルサイズは最大何 Byte ですか? 

A-1  2MB 以内です。 (特に東芝メディカルシステムズの装置は注意が必要です) 

2MB を超える場合は、ファイルの分割が必要です。例えば、月の前半と後半の 2 つに分けてください。 

 

Q-2  一度に取り込み可能なファイルはいくつですか? 

A-2  Google Chrome の場合、一度に 20 ファイルまで同時に取り込み可能です。お使いのブラウザによっては複数フ

ァイルを選択できないことがあります。Internet Explorer では複数ファイルの選択ができません。 

 

Q-3  QC Register システムを同時に複数ブラウザ、複数タブで起動しても大丈夫ですか? 

A-3  データの不整合やエラーが起きる可能性がありますので避けてください。 

 

Q-4  画面の移動にはブラウザの [戻る]ボタン は使用できますか? 

A-4  使用できません。画面左上の などのリンクをご使用ください。 

 

Q-5  新規ロットやロット変更時の測定を開始するときはどんな作業が必要ですか？ 

A-5  データ登録メニューから「データ取り込み」、「ファイル選択」を順番クリックし、データを選択してください。 

「ロット番号管理」画面が表示されますので、新規ロット情報を登録してください。取り込む必要がない 

ロット情報は[除外コード]にチェックを入れてください。ロット番号が登録されていないと、測定値を登録することがで

きません。  

 

Q-6  測定値はいつ登録してもよいのですか？  

A-6  登録対象は日内データ（測定値）のため当日中又は翌日 8 時までに登録してください。翌日 9 時を過ぎた場

合は、日内データはシステムの中で日次データ(平均値と標準偏差と測定回数)に変換を行い、サーバでは日次

データとして登録します。最終締め切りは月次集計の締め切り日です。なお、月次集計の締め切りを過ぎた場合

でもデータ登録を行いますが、集計結果には反映しません。測定日の翌月 10 日以降のデータは受付けません。 

SNCS/eQAPiに送信する場合は「翌月の第二木曜日」が締切です。 

 

Q-7  測定項目コードの詳細が分かりません。 

A-7  コード集はサポートインフォメーションサイトの登録コード集からご覧いただけます。 

https://sysmex-support.com/jp/  

 

Q-8  「システム管理者に問い合わせてください」と表示されました。 

A-8  お使いのシステムで何らかのエラーが発生しています。お手数ですが、画面に表示されているメッセージとエラー番

号をカスタマーサポートセンターまでお知らせください。またこのメッセージで作業が中断した場合、処理は完了し

https://sysmex-support.com/jp/
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ていない可能性があります。ブラウザを再起動して、もう一度実行してください。  

 

Q-9  データを取り込んで確定したのに、CaresphereTM XQC システム画面に表示されません。 

A-9  QC Register システムで取り込んだデータが CaresphereTM XQC システムに反映されるには数分かかる場合が

あります。しばらく待ってから再表示してください。  

 

Q-10  「ファイルには対象となる測定結果が存在しません」と表示されて、測定値を取り込むことができません。 

A-10  測定項目管理で指定した測定項目がファイル内に一つも存在しない場合に表示されるエラーです。以下の３

つの可能性がありますので、設定内容を再度確認してください。 

1. 測定項目の設定が誤っている 

2. ロット番号管理ですべての測定レコードが除外されている 

3. 取り込み対象ファイルが誤っている 

 

Q-11  「行 n の xxx が重複しています」というエラーが出て、取り込んだファイルを確定することができません。 

A-11  QC Register システムでは同じ測定時刻、同じ測定項目のデータの重複を取り込むことができません。 分析

装置によっては、同じ測定項目のデータが同一日時で複数出力されることがあり、このエラーが表示されます。

データ取り込み確認画面で以下のいずれかを行ってください。 

1. 重複しているレコード（行）または測定値を除く 

2. 重複しているレコード（行）の測定時刻を変更する 

＊既に登録済の測定時刻を設定すると、データが上書きされます。測定時刻を変更する際はご注意ください。 

＊既に登録済の測定値は、再取り込み後に不要なデータとして除くことはできません。 

 

Q-12  CaresphereTM XQC システムに接続した血液分析装置(XN)から QC データを毎日送信していますが、QC-

Regster の日内データ登録画面でデータを確認することができますか。 

A-12  CaresphereTM XQC システムの装置からデータを送信した場合、データは直接 CaresphereTM XQC システム

サーバに登録されますが、QC-Register から登録したデータは一旦別の専用サーバに格納された後

CaresphereTM XQC システムサーバに送られます。QC-Register の画面ではこの専用サーバのデータは確認で

きますが、CaresphereTM XQC システムサーバのデータを直接見に行くことができないため CaresphereTM XQC

システムサーバに直接送信されたデータや修正されたデータを確認することはできません。同様に CaresphereTM 

XQC システムの Web 画面から入力したデータや修正/削除したデータは、QC-Regster の日内データ登録画

面で確認することはできません。 

 

Q-13  [データ取り込み]のところで「バージョン」が複数選択可能となっています。どれを選べばよいですか? 

A-13  例えば、BM6010 を選択した場合、バージョン情報としては以下の 13 種類が選択可能となります。 
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①MCP-QC :は別途説明します。 

②Ver1.0 Ver2.0 Ver3.0 は BM6010 本体のシステムバージョンに合わせたものですが、どの装置が

どのバージョンに対応しているかを判断することは容易ではないため、先ずは最新の Ver3.0 に設定し

て読込みできるかどうか試して見てください。データを正しく読込まない場合は Ver2.0 に下げてくださ

い。 

③BCR 付きのバージョンはバーコードリーダに対応したものです。QC 検体をバーコード管理して測定

している場合はバーコードの桁数(7,9,11 桁)に合わせてこの中から選択してください。 

 

TBA120 を選択した場合、バージョン情報としては以下の 3 種類が選択可能となります。 

①MCP-QC :は別途説明します。 

②mm/dd/yyyy と yyyy/mm/dd の違いは、データファイルの中の日付情報が,月/日/年か年/月/日

の違いです。先ずは mm/dd/yyyy に設定して読込みできるかどうか試して見てください。データを正

しく読込まない場合は yyyy/mm/dd に変更してください。 

※他の装置でバージョンの意味がご不明な場合は、カスタマーサポートセンターまでお問合せください。 

 

Q-14  [データ取り込み]のところで「バージョン」に MCP-QC が選択可能となっています。これは何ですか? 

A-14  QC-Register では、精度管理プログラム「MCP-QC」でファイル変換が可能なフォーマットで作成されたデータ

を取り込むことが可能です。このファイルのフォーマットは以下のようになっています。 

 

日付(yyyymmdd)、項目コード(最大 10 桁)、コントロール LOT 番号又はコントロール識別番号、測定値 

この所定のフォーマットのデータを含む CSV ファイルは QC-Register から読み込むことが可能です。 

例  

20180131,001,1QL-118,5.3 

20180131,001,1QL-118,5.5 

20180131,001,2QL-218,6.8 

20180131,001,2QL-218,6.9 

20180131,002,1QL-118,56 

20180131,002,1QL-118,55 

20180131,002,2QL-218,114 

20180131,002,2QL-218,116 

 

Q-15 「血液専用ファイル入力」に対応した装置は？ 

A-15 XE シリーズ、XT シリーズ、XS シリーズの３シリーズの装置です。 

 

Q-16 単位の表記で「E2/uL」や「E3/uL」などとなっている表記がありますが、どのような単位ですか 

A-16 「E2/uL」は、「×102/μL」、「E3/uL」は、「×103/μL」を意味しています。 
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Q-17 「血液専用ファイル入力」で取り込みしたデータで、QC-Report の Xbar-Rs-R 管理図が作成できますか？ 

A-17 「血液専用ファイル入力」のデータは日内データですので、QC-Report の Xbar-Rs-R 管理図が作成できます。

また、XN,XR のオフライン QC ファイルや XN-L シリーズの QC ファイルも日内データを読み込むので Xbar-Rs-

R 管理図が作成できます。 

 

Q-18 過去は何か月前までのデータが取り込みできますか? 

A-18 Ver2 までは過去 3 ヶ月分まで取り込みができましたが、Ver.3 以降は最大過去 1 ヶ月分となります。月次集計

が終わったデータを取り込むことはできません。 

 

Q-19 登録されている項目情報が変更になった時はどうすればよいですか? 

A-19 SNCS/eQAPi のコードリストでは、項目情報の内容を変更した場合、自動的に行が追加されましたが、

QC-Registerでは自動的に行追加はされません。過去 1ヶ月以内のデータを確認もしくは修正す

る必要がある場合は、行をコピーし、コピー元は修正せず、新しい行の中の項目情報を変更する

ようにしてください。過去 1ヶ月以内のデータを確認もしくは修正する必要がない場合は、コピ

ーは不要です。上書き修正してください。 

 

 


