
バックマイ病院外科系チーム医療 ：
臨床工学部門確立に向けた

医療機器管理の技術支援事業

国立国際医療研究センター 臨床工学科

小川 竜徳、 保坂 茂

現代の医療現場では、医療そのものや患者を取り巻く環境などが複雑化し、
医師、看護師ばかりでなく、栄養士、薬剤師、理学療法士などの他職種が治
療に大きく係わった、いわゆる“チーム医療”が基本となり、とくに外科系診
療の現場において進化充実した。また、医療技術の進歩とともに、高度な医
療機器が検査や治療そのものや治療補助に不可欠となり、今や、これなくし
て先進医療は成り立たないと言っても過言でない。
日本では、臨床工学技士（Clinical Engineer：CE）が中心となって機器の保
守、点検、運用を行い、耐用年数、修理状況を見ながら病院の機器更新等も
担っており、病院の中では重要な位置を占めている。しかし、ベトナムでは
医療資材部の生体医工技士（Bio-Medical Engineer：BME）が、同様な業
務にあたるべきであるが、恒常的な保守点検という概念がなく、動かなく
なってから初めて呼ばれるという電気修理屋さんのような業務に留まり、医
療機器管理そのものが混沌とした状況である。この状況を何とかしようとい
うのが我々の活動であり、本事業2年目の今年は、帝京大学 ME 部や日本ス
テリ社、ニプロ社などに協力いただき、バックマイ病院を中心とした北部エ
リアで活動した。
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事業名： バックマイ病院外科系チーム医療：
臨床工学部門確立に向けた医療機器管理の技術支援事業

実施主体： 国立国際医療研究センター 臨床工学科

対象国： ベトナム

対象医療技術等： ② 医療機器管理

事業の背景

日本の国公立大学病院や大規模総合病院において、医療機器は一元管理化する中央管理法が一般的
で、臨床工学技士を中心としたチームが機器の保守・点検・運用を担当している。また、耐用年数や
修理状況など考慮しながら病院全体の機器更新計画なども担っており、現在では病院経営に深く関与
する重要な業種である。

一方、ベトナムでは医療機器の保守管理に関する法整備は不十分であり、現場では故障したまま使
用するなど取り扱い等にも大きな問題があり、日本における医療機器管理方法を用いて、この分野へ
の対策や支援等、技術移転することは、ベトナムにとっては極めて有用と考えた。

事業の目的

バックマイ病院 （ 以下、BMH ） を中心とした北部地域医療のレベルアップを図り、最終的には
全国的に展開し、ベトナムにおける医療機器の適正な保守管理運用への改善を進めることで、機器運
用状況の把握、機器安全性等の向上を図る。

また、このような事業を通して、最終的にはベトナム国内に本邦のような臨床工学技士システムや
臨床工学系学会の立ち上げ、国際的関連学会との連携においても指導・支援し、国際レベルに引き上
げたい。
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実施体制

研修目標

1） 日本とベトナムとでの相違点を認知してもらい、必要な管理体制構築に向けた意識改革を植
えつける。

2） 保守管理、保守点検の実技実習を通してスキルアップを目指す。

3） DOHA実施のための教育スタッフを養成し、習得した知識・技術を地域へ広く浸透させる。

国立研究開発法人

国立国際医療研究センター
センター病院 臨床工学科

国際医療協力局
（東京都新宿区）

バックマイ病院
医療資材部

（ベトナム ハノイ市）

専門家派遣

研修生受入

情報交換

医療機器管理関連企業

バックマイ病院
NCGM-BMH MCC

臨床工学系教育機関
医療機器関連業界団体
保健省

北部地域（31省）の病院
医療資材部

連携

指導

帝京大学附属病院 ME部
日本ステリ社
ニプロ社

連携
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2019年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

日本人専
門家の派
遣（人数、
期間）

海外研修
生の受入
（人数、
期間）

研修内容

1年間の事業内容

人数： 4名 （NCGM=3, 帝京=1)
期間： 2019.6.9 – 6.15

人数： 4名 （NCGM=3, 帝京=1)
期間： 2019.12.4 - 12.11

人数：3名(透析センター医師=1, 医療資材部技士･透析センター技士=各1)
期間： 2019.10.1 – 10.9

医療機器管理 総論
透析治療に関連した各論

感染対策
（見学・講習・実習を通して）
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2019年度 活動内容

【現地研修】
①医療機器関連施設への訪問

・国立、地方省病院などの現状把握
・保健省、医療機器協会、医療機器研究所、医療機器専門学校との管理基準制定に向けた協議

②BMHとセミナー共同開催
・ハノイ周辺病院スタッフへ管理ソフト、輸液ポンプ・人工呼吸器・補助循環・透析装置管理の指導

（6月）

・北部地域30省の病院スタッフを対象に医療機器管理セミナー開催（12月）

③フォローアップ訪問（12月）
・本邦研修者への課題の進捗確認

6月
現地研修

9月
本邦研修

12月
現地研修

【本邦研修】バックマイ病院／医療機器資材部BME 1名,  透析科医師 １名,  透析科BME １名 計3名

①病院見学

・日本の透析センター、ICU、ME室への見学

②講義、実習

・医療機器管理（透析装置、水処理装置）の基礎的講義、具体的な保守点検整備の講義と実習

（ BME：Bio Medical Engineer ）
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事業担当
・NCGM 臨床工学科

科⾧･医療機器管理室医⾧ ： 保坂 茂
臨床工学技士： 小川竜徳、川上由以子、石塚幸太

・帝京大学医学部附属病院 ME部
臨床工学技士： 川﨑義隆、中村裕子、渡邉 聡

・日本ステリ株式会社
亀田理沙、中内秀明

・ニプロ株式会社
橋本 景、友野宏則、飛田一馬

・NCGM 国際協力局
土井正彦、松原智恵子、伊藤由衣、永井真理
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現地研修 [6月]
• 病院訪問

バックマイ病院、ホアビン省病院、ホアビン市立病院

• セミナー共同開催
人工呼吸器、補助循環、シリンジポンプの管理方法について

• 行政および医療機器関連施設訪問
保健省、医療機器研究所、医療機器協会

医療機器協会 バックマイ病院 ホアビン省病院
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バックマイ病院ICUでは適切な医療機器管理が実施され始めている

ホアビン省総合病院では透析療法に欠かせない適切な水処理装置管理を実施している

病院訪問 [6月]
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• NCGM 臨床工学室、透析室

• 帝京大学医学部付属病院 ME室、腎センター/東京都板橋区

• ニプロ株式会社 医療研修施設『I-MEP』/滋賀県草津市

ニプロ研修施設での
透析装置メンテナンス実習

（ベトナムで臨床使用されている機器）

帝京大病院ME室で医療
機器管理ソフトの見学

日本ステリスタッフ
からシリンジポンプ
清掃方法を学ぶ

本邦研修 [9月]
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• 病院訪問
① バックマイ病院

② フエ中央病院

③ チョーライ病院

（ 各病院の透析センター、ICU、ME室 ）

• 医療機器セミナー共同開催

• 医療機器展覧会『MEDI-Pharm EXPO』訪問

フォローアップ [12月]

10



第3回 越日医療機器管理セミナー in HaNoi
◎保健省医療機材局⾧、病院⾧挨拶の後、以下のテーマについてセミナーを開催

①日本の病院機能評価における医療機器管理について （保坂）
②日本の医療機器管理の現状について （小川）
③日本の透析機器の管理について （石塚）

④ベトナムにおける透析用水質管理法について （Dung医⾧）
⑤医療機器管理ソフトウェアの開発について （Canh副部⾧/本邦研修生）
⑥部門システムとしての医療機器管理ソフトウェアについて（呼吸器科看護師）
⑦本邦研修の結果と課題について （Duy技士/本邦研修生）
⑧ディスカッション

（ 2019. 12. 6 ）
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セミナー参加者情報

8%

33%

26%

17%

16%

【参加者割合】

医師 看護師 技士
教育機関 行政機関

保健省医療機材局⾧、病院⾧、医療機器設備専門学校⾧、ハノイ工科大学/生体工学科⾧、
北部周辺30省の医療機関関係者

参加者:194名
医師16名、看護師64人、
技士50名、教育機関32名
医療機器協会など32名
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理解度
• E-ラーニングにて下記の理解度チェックを実施 （グーグルフォーム）

① 透析関連：遊離残留塩素、RO水硬度、機器消毒

② 医療機器管理：日常点検方法、点検整備簿、取扱い教育
③ 医療機器の電気安全性：漏れ電流の人体への影響

52.8%

80.6% 87.5%

透析関連 医療機器管理 電気安全

正解率

N=12
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バックマイ病院医療資材部では医療機器管理ソフトの開発が実施されていた

フエ中央病院、チョーライ病院では、
５Sの取り組み、点検記録簿や透析療法マニュアルの整備、運用されていた

病院訪問 [12月]
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【 アウトプット指標 】
1）本邦研修

透析治療および血液浄化治療における医療機器管理を習得する
プレテスト・ポストテストで30％向上 または研修終了時に理解度80％を超える
機器の保守点検が一人で完遂できる

→ おおむね達成できたが、独り立ちには時間や経験が必要

2）現地研修
対象者：ネットワーク委員および関係部署スタッフ
BMH医療資材部スタッフが院内研修を運営できる（対象者の参加率：70％以上）
院内研修の講義内容が前年度研修内容に即する（重要項目の70％以上を網羅）
参加者の80％以上が理解する

→ ほぼ達成できた。今後は理解を深めるため各論が必要

3）行政関連との協議
保健省、医工協会、医工研究所、医工専門学校が、医療機器管理基準の必要性に
理解を示し、制度策定に向けて初動する

→ 透析療法の水処理装置管理に対してガイドライン制定
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【 アウトカム指標 】
1）前年度事業成果のさらなる発展

・医療資材部で主要医療機器（輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器、生体情報
モニター）が、すべてリスト化され、保守点検・管理状況が把握されている

・点検整備マニュアルが新規に作成・整備されている
（ 輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器、透析機器 各 1機種以上 ）

・取り扱いマニュアルが新規に作成・整備されている
（ 輸液ポンプ、シリンジポンプ、人工呼吸器、透析機器 各 1機種以上 ）

・作成・整備されたマニュアルがHPに掲載され、各部署で共有されている

→ ほぼ達成でき、医療機器管理ソフトが導入されデータ移行中

2）医療機器ネットワークが機能している

・委員会が開催され、年間目標や行動計画が立てられ、具体的な活動が行われている

・医療機器に関する研修会が定期的に行われている（年間2回以上）

→ 一部未達成（病院⾧をはじめ病院幹部退任による体制変更のため）
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【 現状 】
2017年よりBMHに対して、医療機器管理分野で支援した

• 医療機器の定期点検や使用後点検などの保守管理がなされていない
• 精度管理など順守すべき基準が確立していない
• 医療機器に関する制度体制や法制度がない

ベトナム国内全体での課題が明らかとなった。

JICA事業などで供与された機器等
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【 考察 】
• 日本では“医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等

に関する法律”や“病院機能評価”での規定、学会からのガイドライン

やメーカ推奨管理法も確立されている。

• ベトナムにはODAなどを通じて多くの世界基準の医療機器が導入され

ているが、点検、整備技術や精度管理については基準もないため“現

場任せ”の状況である。

• この現状を解決しない限りベトナムでの医療機器管理の発展はないと

考える。
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【 今後の展望 】
• 中部地域のフエ中央病院、南部のチョーライ病院への事業展開をす

ると同時に、これまで協力してきた関連機関との連携をより一層強

化していく。

• 本邦においては、日系企業とも連携することにより、本事業の展開

を効果的に進めていくこととする。

① 臨床工学制度確立に向け医療機器管理・安全性等の技術支援

② 医療機器管理・安全性等に関する制度策定に向けた支援

③ 医療機器等分野における市場開拓支援

【 次年度での新たな成果目標 】
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この1年間の成果指標とその結果

アウトプット指標 アウトカム指標 インパクト指標

実施前の計画
（具体的な数
値を記載）

本邦研修参加者
① 透析と血液浄化の医療機
器管理を習得
② プレテスト・ポストテス
トで30％向上 or 研修後に理
解度80％以上
③ 保守点検を一人で完遂

現地研修
④BMH医療機材資材部で院
内研修を運営
⑤ 参加率：70％以上
⑥ 内容が前年度研修内容に
即し重要項目70％以上を網羅
⑦ 参加者の80％以上が理解

前年成果発展：主要機器で
① すべてのリスト化と管理
状況を把握
② 点検整備マニュアルを新
規に作成
③ マニュアルの新規作成
（1機種以上）
④ 作成･整備されたマニュ
アルを院内共有

医療機器ネットワーク活用
⑤ 委員会で年間目標や行動
計画を立案
⑥ 医療機器研修会を定期的
に開催

① 医療機器管理がベトナム
病院機能評価に追加
② 保健省, 医工協会などが
医療機器管理基準の必要性
を理解し、と制度策定に向
け初動
③ 医工専門学校が医療機器
管理基準を教育内容やカリ
キュラムに反映
④ 臨床工学技士制度発足へ
の機運高揚
⑤ BMHの医療機器関連マ
ニュアルがベトナムでの標
準モデル化

実施後の結果
（具体的な数
値を記載）

①･②・③ 本邦研修で達成

④医療機器セミナーとして実
施
⑤参加率（医療資材部）90％
達成
⑥重要項目の各点検（日常、
定期）項目に即して実施。
⑦透析機器以外で80％以上を
達成

①電子化リストにて把握予
定（2020.4～管理ソフト運
用開始）
②③透析装置、高圧蒸気滅
菌装置で作成。
④医療資材部と関係部署の
み

⑤、⑥は院内体制の変更の
ため十分に達成できず

①～④ 現在進行中

③ 日本の代表的なカリキュ
ラムを参考し検討中

④保健省にて情報収集中

⑤北部、中部地域において
透析分野ではガイドライン
が利用され始めている
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今後の課題

今年度の成果（事業が複数年継続している場合は、各年度の成果を含めて下さい）

1) BMH医療機器管理ネットワークの進捗確認 ： 情報管理部の協力の下、前年より取り組んできた
traceabilityな医療機器ソフトが完成し、今春からの運用開始が予定されている。

2) BMH医療資材部の医療機器管理向上計画の進捗確認 ： 前年より機種のマニュアルはさらに整備されてき
たが、まだ情報共有や分散管理でのデメリット解消には至っていない。

3) 日越医療機器管理セミナー開催 ： 周辺医療機関の医療機器管理者ばかりでなく、保健省、専門学校教官、
医工関連団体等から計194名が参加し、日本企業関連現地1社からも講演、機器展示で協力を得た。また
本邦研修者２名が講演し、DOHA実践につながった。

4) 保健省や医療機器協会、教育機関など関係各所への訪問 ： 病院機能評価や法整備、臨床工学技士制度に
ついて提言する機会を得、来年度以降の取り組みについて確認し合った。

5) 周辺医療機関視察 ： 2年前に透析関連の医療事故を起こしたホアビン省病院を見学したが、事故の教訓を
元にベトナムでのガイドライン策定に向けたモデルケースとなるよう整備されていた。

1) バックマイ病院（BMH）への技術支援の継続および連携 ： BMHはベトナムのトップリファランスであ
り、更なる技術向上が必要と考える。

2) ベトナム保健省や医工研究所との連携 ： 管理上の精度数値設定がないことを指摘し、次年度に各種提案
を進めるとともに、病院機能評価へ組み込みなども提言したい。

3) 教育機関へ精度管理の重要性に関するカリキュラム作成を提案をしたい。

4) 他地域への技術移転 ： 南部、中部の中核病院へBMH同様に技術移転し、全土への普及をめざす。
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医療技術・機器の国際展開における事業インパクト

• 事業で紹介・導入し、国家計画／ガイドラインに採択された医療技術の数（具
体的事例も記載）

• 事業で紹介・導入し、相手国の調達につながった医療機器の数（具体的事例も
記載）

現在までの相手国へのインパクト

具体的な国家計画やガイドライン作成に関与するような直接的な成果には
至っていないが、保健省、医工研究所、医工協会など関連部署では、本事業
開催セミナーへの参加や我々の訪問により、実践的な法整備の必要性を認識
し、新たな支援要求があった。

医療機器管理精度の重要性が認識され、本事業で開催したセミナーで展示お
よびハンズオンを行った電気系チェッカーが、バックマイ病院と医療専門学
校においてセミナー参加企業から新規購入され、実践使用および実習が開始
された。
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展開推進事業の目的に照らして、将来の事業計画が見込まれれば記載して下さい。
「我が国の医療制度に関する知見・経験の共有、医療技術の移転や高品質な日本の医薬品、医療機器の国際展開を推進し、日本の医療分野の
成⾧を促進しつつ、相手国の公衆衛生水準及び医療水準の向上に貢献することで、国際社会における日本の信頼を高めることによって、日本
及び途上国等の双方にとって、好循環をもたらす。」

事業のインパクト(医療技術移転の定着、持続的な医療機器・医薬品調達)につながる
ように事業の展望を具体的に描いてください（自由形式）。

医療技術移転定着に向けて

・ 技術レベルの維持・向上
バックマイ病院（BMH）および周辺病院への技術支援の継続および連携：BMHでの完成形
に向けた更なる指導と支援で、優秀な人材をさらに育成し、DOHA実践を強化する。

・ 法令化への助言
保健省、医工研究所、医工協会との連携：各種管理精度数値を明文化して、医療の質と安全
をより確実に担保できる制度構築を提言するとともに、病院機能評価への組み込みを求める
ことで普及を促す。

・ 教育レベルの向上
医工系の技術者養成教育機関との連携：法令化に準拠したカリキュラムの提案し、より実践
的な新卒技士養成を支援するとともに、本邦臨床工学技士制度のような資格設立に向け支援
し、社会的地位と技術の向上に寄与したい。

・ 全土的な普及
BMHでの経験をパック化し、南部と中部の中核病院にも技術移転を拡大し、ベトナム全土
への医療機器管理技術の普及と向上を加速度的に進める。

本年度までの事業を通して、バックマイ病院での医療機器管理の意識、
BMEらの業務内容の前進、医療機器管理ソフト開発など、ある程度の充実
した結果を得、セミナーを通して北部地域のレベルアップや意識改革にわず
かながらも貢献できたと考える。今後、バックマイ病院では、これまでの技
術支援で得たノウハウを1つのモデルケースとして、“ DOHA システム ” の
実践という形で、さらに北部地域の教育や国のトップリファレンスとして国
内でのオピニオンリーダーとして活躍を期したい。
一方、バックマイ病院での実績には、ある程度、満足させられるが、ベトナ
ム全体を見ると、未だどこのトップ施設でもJICAなどODA等で獲得した先進
医療機器を有効活用した “ 安心、安全な医療の提供 ” という点では、医療機
器分野においての不足は歴然であり、我々の最終目標である “ ベトナムの医
療器管理の発展 ” という意味では、まだまだ道半ばというのが率直なところ
である。
また、これまでのセミナーや意見交換を通して、保健省や、その直轄研究所
や協会も医療機器に関連したさらなる法整備が必要であることを認識し、日
本の制度等を研修したいとの申し出があった。さらに、ベトナムという南北
に⾧大な国土の北部以外でも技術支援の事業展開を熱望し、我々もバックマ
イ病院だけでは今後の展開にも限界を感じてもいたので、新年度はこれまで
のバックマイ病院に限定した事業展開を発展的に進化させる予定である。
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