
  VIII
  医療技術等
  国際展開推進事業
  Projects for Global Extension of 
  Medical Technologies（TENKAI Project）



106 国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2020 年度年報

医療技術等国際展開推進事業は、厚生労働省より委託され
た研修事業で 2015 年度から行われています。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ています。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、日本及び発展途上国等の双方にとって、好循
環をもたらすことを目的としています。 

2020 年度は、NCGM から 18 事業と公募による事業 26 事
業が、アジア・アフリカ・南アメリカで実施されました。

2020 年度は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影
響で渡航が制限されたため、ほとんどは遠隔研修となりまし
た。6 年間で対象国は世界 30 か国、国内外で研修を受けた
総人数は 27,411 名、加えて 2020 年度に遠隔研修を受講し
たのは 15,922 名でした。対象分野は臨床検査・放射線・輸血・
がん・病院管理などバラエティに富んでいます。事業イン
パクトとして、ガイドラインへの採択・保険収載は、2018、
2019 年度はそれぞれ 4 例、2020 年度は 8 例で、調達につ
ながった医療機器は 2018 年度 18 種類、2019 年度 23 種類、
2020 年度は 12 種類でした。

さらに今年度は、これまでのがん対策や透析事業に関して
の俯瞰的なレビューを行いました。研修を通じた人材育成事
業であることから、成果が現れるまでに時間がかかりますが、
こうした目に見える形での成果につながっていることを示す
ことができました。

また 2020 年度の報告に加えこれまでの実績と成果を、
2021 年 4 月に国際医療協力局 HP に公開しました。
https://kyokuhp.ncgm.go.jp/activity/open/R2houkokukai.html

Projects for the Global Extension of Medical Technologies 
(TENKAI Project) include a set of diverse training programs 
commissioned by the Ministry of Health, Labour and 
Welfare since fiscal 2015. These projects aim to promote 
the sharing of knowledge and experience in relation to the 
Japanese health system, implementing the latest clinical 
skills and technologies, and introducing and promoting 
high-quality Japanese medical devices to partner countries. 
This contributes to both the improvement of public health 
in developing countries and the further development of 
healthcare industries in Japan.  

In fiscal 2020, due to travel restrictions caused by the 
outbreak of the COVID-19 pandemic, most of the training 
was conducted remotely. 30 countries were covered over 
a six-year period, with a total of 27,411 people trained 
both domestically and internationally and 15,922 people 
undergoing distance training in fiscal 2020. The main areas 
of training were clinical laboratory techniques, radiology, 
blood transfusions, cancer diagnosis/treatment, and hospital 
management. 

In terms of the project’s impact, four new medical 
techniques and management systems from this program 
were introduced into the national guidelines/protocols 
or covered by insurance in fiscal 2018 and fiscal 2019, 
respectively, and eight in 2020 at the recipient country level, 
which indicates the possibility of the further expansion of 
the techniques. In fiscal 2018, 18 medical equipment and 
materials, including consumables, were procured by their 
own budgets, 23 in fiscal 2019, and 12 in fiscal 2020, which 
shows potential for sustainability. In addition, we conducted 
a bird's-eye review of cancer control and dialysis projects 
to date. The outcomes of human resource development 
programs through training are only revealed after time has 
elapsed; however, this program has demonstrated tangible 
results after six years.

A summary report is available (in Japanese).
h t t p : / / k y o k u h p . n c g m . g o . j p / a c t i v i t y / o p e n /
entry2019/20200309093158.html

医療技術等国際展開推進事業
Projects	for	Global	Extension	of	Medical	Technologies	（TENKAI	Project）
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2020 The projects for global growth of medical technologies, systems and Services

Myanmar ( 7)
• The project for strengthening antimicrobial resistance (AMR) 

surveillance and antimicrobial stewardship (AMS) ※
• The project for sustainable safer blood transfusion
• Human resource development for providing basic and safe medical 

care across
• Project to develop Oncology surgery team for Gastrointestinal 

Cancer
• Project for enhancement of diagnostic skills for prenatal 

ultrasound among Myanmar Obstetricians
• Establishment of medical radiation safety management system and 

support for radiological technologist training
• The educational program of COVID-19 testing for medical 

technologists and pathologists in Myanmar and ASEAN countries

Vietnam ( 11 ）
• Project of Surgical Team approach to health and Medicine based on Bach Mai Hospital, Vietnam : Stroke Care, VAP※
• The Project of Medical Equipment Management for 3 Core Hospital※
• Project for Improving Patient Safety Through Strengthening In-hospital Systems※
• Development of bronchoscope technique and spreading rerated device※
• Supporting project for improvement of childhood cancer survival in low- and middle-income countries (Childhood cancer 

support)※
• Perioperative management, including technical cooperation in surgery for 4 major hospitals in Vietnamese big cities and 

Republic of Fiji with a view to hospital cooperation※
• Promotion of new type of hemodynamic and respiratory management by means of noninvasive technology
• A Spread of fitting technology for hearing aids & Promotion of Diagnosis Equipment in the Socialist Republic
• Promotion of Proper Use of Medicines with Medication Guiding Tools through clinical pharmacists intervention
• Enhancing the quality of student output assessment system at pharmacist training universities, and the quality of pharmacists

by e learning system
• Infection Control and Hospital Management in the health facilities with patients of COVID-19※

Lao PDR ( 1 )
• Establishing the 

Postgraduate Training 
Program for Pediatric 
Surgeons

Zambia ( 2 )
• Expanding 

program of 
diagnostics for 
Tuberculosis 
using PURE-
TB-LAMP in 
Republic of 
Zambia Ⅲ 
(National TB 
Program Roll 
out)

• Enhancing 
the use of
computed 
tomography 
across 
Zambia※

Thailand ( 2 )
• A project to improve 

sustainable endoscopy 
techniques and spread 
educational methods with 
simulator for teaching 
gastrointestinal endoscopy 
procedures

• Establishment of Thai 
biomedical engineers’ job 
system through 
collaboration with Japanese 
clinical engineers 

• - Preparedness by newly 
developed BME against 
next pandemic in 
management of machines 
for severe cases

Philippines ( 3 )
• Project to reinforce medical treatment, care, and the 

promotion of mental health among children and 
adolescents※

• Development of clinical management and infection 
prevention and control (IPC) of Emerging Infectious 
Disease among World Health Organization Western 
Pacific Regional Office (WPRO)※

• Capacity building on the quality of medical imaging and 
its diagnosis

Congo( 1 )
• Training project on digital medical equipment 

and Japanese home visit healthcare service 
Democratic Republic 

Cambodia ( 4 )**
• Strengthening educational system for pathologists and 

pathology technicians ※
• Supporting establishment of a trauma registration system ※
• Project for Human Resource Development of Cambodian 

Rehabilitation specialists in NCDs
• Technical training program for school health check

Mongolia ( 5 )
• Technical training on hemodialysis and water quality management and support 

for survey and making guideline for water quality management
• Human resource development in pediatric surgery and its related areas
• Human Resource Development of Clinicians and Laboratory Technologists for 

Blood Morphology Testing
• Development of Human Resource and Medical System for Clinical Sleep 

Medicine
• In-service Continuing Education for Newly Graduated Nurses by Nursing 

Professionals※

Indonesia ( 4 )**
• The Project for Human resource development through “Infection Prevention 

and Control (IPC)” and “Antimicrobial Stewardship Program (ASP) for 
Antimicrobial resistance (AMR) response※
• A project to enhance educational skills in basic nursing program in Indonesia 

focusing on elderly nursing ※
• The Medical Program for International Promotion of Japan’s Healthcare 

Technologies and Services for Rheumatic Disease
• Building a Medical Equipment Management System Beginning with Dialysis 

Brazil ( 1 )
• Technical Training 

in endoscopic and 
laparoscopic 
procedures in 
Pantanal, Brazil

Malaysia ( 1 )
• Developing 

technological 
innovation of 
hemodialysis and 
newly 
introducing the 
profession of 
clinical 
engineer※

China ( 1 )
• Establishing overseas online second opinion and case 

conference between China and Japan※

※Projects by NCGM
Feb.2021

2020年度医療技術等国際展開推進事業 2021年2月28日

ミミャャンンママーー ( 7)
• 薬剤耐性（AMR）サーベイランスと抗菌薬適正
使用（AMS）の強化事業※

• 輸血の持続的な安全性向上事業
• 医療水準の均霑化を目指した人材育成事業
• 消化器がんの腫瘍外科チーム育成事業
• 周産期領域の超音波診断技術強化事業
• 医療放射線の安全管理体系の確立および診療
放射線技師教育に関する支援

• ミャンマー国およびアジア諸国におけるCOVID-
19検査の教育研修支援事業

ベベトトナナムム ( 11 ）
• バックマイ病院を拠点とした外科系チーム医療プロジェクト

※
• ベトナム3 拠点病院に対する医療機器の安全管理技術支
援事業※

• 医療安全推進のための院内組織体制強化事業※
• EBUSを中心とした呼吸器内視鏡の展開・発展※
• 低中所得国小児がん生存率向上支援事業（小児がん支
援）※

• 病院連携を視野に入れた、ベトナム大都市主要4病院に対
する、外科の技術協力を含めた周術期管理※

• 非侵襲的技術を用いた循環・呼吸管理の普及促進事業
• 聴覚検査・診断機器および補聴器フィッティング技術普及
促進事業

• 臨床薬剤師を介して行う服薬支援ツールを用いた医薬品
適正使用の推進プロジェクト

• ベトナムの薬科大学における卒業試験評価制度の確立及
びE-learning を活用した薬剤師の継続教育

• COVID-19患者受け入れ機関における院内感染対策およ
び病院管理※

ララオオスス ( 1 )
• 小児外科卒後研修プ
ログラムの確立

ザザンンビビアア ( 2 )
• PURE-TB-LAMPを用いた結
核診断普及促進事業３（結核
診断の普及）

• CT画像診断検査技術水準均
てん化事業※

タタイイ ( 2 )
• 消化器内視鏡検査手技
教育用シミュレータを用
いた、持続可能な内視

鏡検査技術の向上・教
育方法の普及事業

• 来るパンデミックに備え
た重症患者治療機器管
理へのタイ型生体工学

技士の新しい役割－日
本の臨床工学技士制度
の経験に基づいて

フフィィリリピピンン ( 3 )
• 児童思春期のメンタルヘルスの診療能力向上に関する
事業※

• WHO 西太平洋地域事務局内における新興再興感染症
の臨床マネージメント※

• 医療画像診断能力強化支援事業

ココンンゴゴ民民主主共共和和国国 ( 1 )
• デジタル医療機器と日本式在
宅医療技術展開のための技術
研修事業

カカンンボボジジアア ( 4 )
• 病理サービス展開のための病理人材教育制度整備事業※
• 外傷登録システム構築の支援※
• 非感染性疾患に対するリハビリテーション専門職人材育成
支援

• 学校健康診断の技術研修事業

※NCGM事業

モモンンゴゴルル ( 5 )
• 血液透析および水質管理の技術研修および水質の
実態調査と水質管理ガイドライン作成支援

• 小児外科系医療領域における人材育成
• 血液細胞形態判定者(医師・臨床検査技師)の人材
育成
• 睡眠医療分野の人材育成と体制整備事業
• 看護専門職による継続教育としての新人看護師教
育に関する事業※

イインンドドネネシシアア ( 4 )
• 薬剤耐性(AMR)に対するインドネシアの実情に則した院内
感染対策（IPC）と抗菌薬適正使用プログラム（ASP) 研修に
よる人材育成事業※
• 看護基礎教育課程における教育スキル強化事業（高齢者
看護）※
• リウマチ医療に関する医療技術等国際展開推進事業
• 透析機器(医療機器）管理体制の構築

ブブララジジルル ( 1 )
• パンタナール地域における内視
鏡・腹腔鏡技術支援

ママレレーーシシアア ( 1 )
• 透析医療の技術革新と
臨床工学技士制度の導
入※

中中華華人人民民共共和和国国 ( 1 )
• 中国の医療機関との海外遠隔セカン
ドオピニオン・症例検討会確立事業※
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ミャンマー連邦共和国 / Republic of the Union of Myanmar
ミャンマー国における薬剤耐性（AMR）サーベイランスと
抗菌薬適正使用（AMS）の強化事業	
The	Project	for	Strengthening	Antimicrobial	Resistance	(AMR)	Surveillance	and	Antimicrobial	Stewardship	(AMS)	in	Myanmar

本事業は、ミャンマーの薬剤耐性サーベイランスを強化す
るため、細菌学検査の精度管理を向上させること、サーベ
イランスで得られたデータに基づき、抗菌薬の適正使用の
向上に寄与することを目的として、薬剤耐性対策国家調整
センターであるミャンマー国立衛生研究所（National Health 
Laboratory: NHL）、日本医療検査科学会および国際医療研究
センターの共同事業として 2020 年度より開始しました。

ミャンマーでは薬剤耐性対策国家行動計画（2017-2021）
に基づき薬剤耐性サーベイランスシステムが立ち上げられつ
つありますが、その情報の基礎となる細菌学検査の精度管理
が適切に実施されていないために、質の高いサーベイランス
情報を得るのが難しいことが課題のひとつとして認識されて
います。より質の高い細菌学検査を実現するために、ミャン
マー保健スポーツ省下の薬剤耐性サーベイランス機関（全国
約 30 の地方衛生研究所）のスタッフ達に、技術支援や指導、
助言に関するニーズ調査を行い、ニーズが非常に高かった 8
つのトピックから成る研修カリキュラム作成し、コロナ禍で
も受講可能となるように、e ラーニングコースを開設しまし
た。その内容の質の高さから、同コースはミャンマー保健ス
ポーツ省の公式承認を取得することができ、新型コロナウイ
ルス感染症の流行や軍事クーデターの影響を受けながらも、
2020 年度は、全国の保健医療施設の細菌学検査の責任者や
実務者、約 60 名がコースを修了することができました。

今後は、ミャンマー国内の政情を見極めながら、e ラーニ
ングコースのさらなる展開、コース修了生を中心とした検査
精度管理やサーベイランスの質の向上に向けた活動実施、日
本人専門家の渡航による修了生の実地研修や技術評価の支
援、日本の薬剤耐性や院内感染サーベイランスシステムおよ
び細菌学検査機器の導入につなげていく予定としています。

This project aimed to improve the accuracy of laboratory 
bacteriological examinations to strengthen the surveillance 
of antimicrobial resistance (AMR) in Myanmar and to 
improve the appropriate use of antimicrobial agents, 
namely antimicrobial stewardship (AMS), based on the 
data obtained from surveillance. The project was launched 
in fiscal 2020 as a joint project among the National Health 
Laboratory (NHL), Myanmar, the Japanese Association for 
Clinical Laboratory Science (JCLS), and the National Center 
for Global Health and Medicine (NCGM), Japan.

In Myanmar, the national AMR surveillance system was 
established as planned in the National AMR Action Plan 
(2017-2021). However, one of the challenges is that it is 
difficult to obtain high-quality surveillance data because 
of the lack of appropriate quality assurance of laboratory 
bacteriological examinations. To achieve higher-quality 
bacteriological examinations, the project conducted 
an assessment to understand what technical support, 
guidance, and advice are needed by the staff at the AMR 
surveillance sites under the Ministry of Health and Sports, 
Myanmar (approximately 30 regional health laboratories 
nationwide), developed a training curriculum consisting of 
eight topics for which there was a great need, and launched 
an e-learning course. Due to the quality of the contents, the 
course was acknowledged as an official course approval 
by the Ministry of Health and Sports, Myanmar; despite the 
impact of the outbreak of COVID-19 and the military coup, 
more than 60 people responsible for and practitioners of 
laboratory bacteriological examinations at public health 
laboratories nationwide were able to complete the course in 
fiscal 2020.

Dependent on the political situation in Myanmar, the 
project plans to further expand the e-learning course, 
implement project activities to strengthen AMR surveillance 
and antimicrobial stewardship (AMS) together with the 
course graduates, support on-the-job training of graduates 
by sending Japanese experts, and introduce Japanese 
AMR and nosocomial infection surveillance systems and 
bacteriological laboratory equipment.

薬剤耐性サーベイランス強化を目指した細菌学検査の質向上のための e
ラーニングコースの開講式
Opening ceremony of the e-learning course to improve the quality of 
laboratory bacteriological examinations to strengthen national AMR 
surveillance
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam

ベトナムにおける医療安全推進のための院内組織体制強化事業
Project	for	Improving	Patient	Safety	Through	Strengthening	In-hospital	Systems	in	Vietnam

国立国際医療研究センター（NCGM）は 2013 年よりベト
ナム保健省及び国立中央病院、地域の中核病院の品質管理部
の医師・看護師に対して医療技術等国際展開推進事業「ベト
ナム国医療の質・安全にかかるマネジメント能力強化事業」
により品質管理部の能力を強化するとともに、事業関係者ら
を中心とし、ベトナム保健省と協力して、医療の質向上の活
動共有の場である「ベトナム医療の質・安全フォーラム」の
開催を毎年支援してきました。

2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりベトナ
ムと日本間の渡航が制限されました。そのため、日本－ベトナ
ム間をオンラインでつないで研修を行いました。実施にあたっ
ては NCGM 拠点および、ベトナムの流行初期に新型コロナウ
イルス感染症の対応にあたったビンフック省総合病院と連携
し、研修を実施することができました。ビンフック省の会場に
は、19 の病院から品質管理部及び臨床部門のスタッフ 39 名
が参加しました。新型コロナウイルス感染症対策は多くの病院
で共通の課題でもあるため、研修プログラムにビンフック省
の新型コロナウイルス感染症対策の病院視察を企画しました。
またオンラインのメリットを活用し、研修会場で参加できない
人のために聴講枠を設けたところ 197 名がオンラインにて研
修に参加しました。NCGM からも講師がオンラインで講義を
提供しました。ベトナム全土から従来の研修の 10 倍以上の参
加者があったことから、オンラインシステムの導入はより多く
の研修員の受け入れを可能とし、多忙な医療従事者の参加を
促せるため、医療の質向上という病院全体での取り組みが必
要なテーマには積極的に導入すべきアプローチであると思わ
れます。今回作成されたアクションプランも、より臨床の現場
を意識した取り組みも増やしており、さらなる病院全体の活動
向上につながる可能性があります。参加病院のアクションプラ
ンについては継続的にフォローアップしていく予定です。

The National Center for Global Health and Medicine (NCGM) 
has supported the Ministry of Health and hospital doctors 
and nurses working at the Quality Management Department 
through two projects, “The Project for Strengthening 
Management Capability for Quality and Safety in Healthcare 
to Accelerate Hospital-wide Cooperation in Vietnamese 
Hospitals” and “The Forum on Quality Management and 
Patient Safety in Vietnam” to share experiences with other 
Vietnamese hospitals.

In fiscal 2020, travel between Vietnam and Japan was 
restricted due to the COVID-19 pandemic. Despite this 
situation, we conducted online training collaborating 
with the NCGM Vietnam office and the Vinh Phuc General 
Hospital, which succeeded in the initial response against 
COVID-19. A training course was conducted in Vinh 
Phuc Province. At the venue in Vinh Phuc Province, 39 
participants, including Hospital Quality Management 
Department and clinical department staff from 19 hospitals, 
participated in the training. Since COVID-19 is also a 
common issue in many hospitals, hospital tours were given 
to allow participants to understand COVID-19 measures 
in the Vinh Phuc General Hospital. We set up a Zoom link 
for those who could not attend the conference physically, 
and 197 hospital staff from various areas participated in 
the online training. NCGM experts provided lectures with 
the online system. Local hospitals that were not part of 
the project were able to participate, and the online system 
was considered to expand the training targets in hospitals. 
Online training has the potential to involve more healthcare 
workers than in-person training. The action plan developed 
in this study also includes more initiatives with a greater 
awareness of clinical practice, which may lead to improved 
activities for the entire hospital to participate in training and 
promote hospital-wide initiatives. We will continue to follow 
up on their action plans.

ビンフック省の研修会場における集合写真
Group photo in the conference room in Vinh Phuc Province

ビンフック省総合病院の視察
Tour of Vinh Phuc General Hospital
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam

バックマイ病院を拠点とした外科系チーム医療プロジェクト
Project	of	Surgical	Team	Approach	to	Health	and	Medicine	Based	on	Bach	Mai	Hospital

ベトナムでは、近年の経済的な発展に伴い生活習慣が欧米
化し、社会の高齢化とともに非感染性疾患のひとつである
脳卒中の患者さんが増加しています。2017 年には年間約 20
万人が発症、その約半数は死亡、命が助かっても 90％の患
者さんは何らかの後遺症を残しているといわれています。そ
の状況を改善するため、2015 年から国立国際医療研究セン
ター病院と国際医療協力局はベトナムのバックマイ病院で、
脳卒中患者さんに質の高い医療やケアを提供する外科系チー
ム医療のプロジェクトを行っています。チーム医療とは、医
療の高度化に伴い、かつて一人の医師が中心となって行って
いた診療を、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、臨床工学士など、患者さんの症状に応じ
たチームを組んで提供するものです。さまざまな医療の専門
家が、栄養摂取や、術後のリハビリテーションの早期開始、
感染症予防など、専門性の高い知識と技術の連携を保管しな
がら、病気の発症から回復まで、患者さんや家族と相談しな
がら一人ひとりに合った安全な医療を提供します。

バックマイ病院は、首都ハノイ市にあるベトナム 3 大国
立病院のひとつで、1911 年に開設されすでに 100 年以上の
歴史があります。病床数は 3,100、年間 15 万人以上の入院
患者数を誇る巨大病院です。

本プロジェクトでは、センター病院と国際医療協力局が連
携して活動しています。脳卒中チームには、センター病院の
脳神経外科、リハビリテーション科、看護部、薬剤部、栄養
センターが、周術期チームには集中治療科、麻酔科、看護部
が参加して活動しています。

活動は 6 年目を迎えました。2020 年度は新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行に伴い専門家の渡航ができないな
か、オンラインを活用して活動を継続しました。

脳卒中チームでは、脳神経外科の手術後の患者さんに、早
期離床のリハビリテーションを提供できるようになり、また、
飲み込み（嚥下）が困難で経管栄養となっていた患者さんに
適した食事を提供できるようになるなど、早期回復が期待で
きる、質の高いケアをいくつも提供できるようになりました。
2021 年 1 月には「コロナ禍における脳卒中ケア」と題する
セミナーを開催し、バックマイ病院のほか、ベトナム北部を
中心とする医療機関から 1,400 名あまりが参加しました。

周術期チームでは、バックマイ病院の集中治療室（ICU）
が抱えていた、手術後に人工呼吸器を装着されている患者さ
んの多くが人工呼吸器関連肺炎（VAP）を併発してしまうと
いう課題に取組み、総合 ICU の VAP 発生率を低減させました。
この成果は院内で高い評価を受け、現在バックマイ病院内の

In Vietnam, the number of patients suffering from stroke, 
a non-communicable disease, is increasing with the 
aging of society and the westernization of lifestyles due 
to the country’s recent economic development. In 2017, 
approximately 200,000 people were diagnosed as having 
suffered from stroke. Half of this group died, and 90% of 
survivors were left with some kind of permanent disability. 
To improve this situation, the Center Hospital and Bureau of 
International Health Cooperation of the National Center for 
Global Health and Medicine (NCGM) conducted a surgical 
team medicine project at Bach Mai Hospital (BMH) in 
Vietnam in 2015 to provide high-quality medical care and 
treatment for stroke patients. Along with the advancement 
of medical care, instead of the traditional approach in which 
a single physician is the main focus of providing care, in 
team medicine, medical treatment and care are tailored to 
patients’ conditions by a team of medical doctors, nurses, 
pharmacists, dieticians, occupational therapists, physical 
therapists, speech-language therapists, clinical engineers, 
and other professionals. Various medical specialists 
provide safe medical treatment and care tailored to each 
individual patient, consulting with them and their family 
from the onset of illness to recovery, complementing the 
coordination of their highly specialized knowledge and skills 
in areas such as nutrition, early postoperative rehabilitation, 
and infection control.

The NCGM Center Hospital and the Bureau of International 
Health Cooperation work together on this project. The 
“Stroke team” involves Neurosurgery, Rehabilitation, 
Pharmacy, Nursing and Nutrition, and the “Perioperative 
team” involves Intensive Care Unit, Anesthesiology and 
Nursing. 

Located in the capital city of Hanoi, BMH is one of the 
major national hospitals in Vietnam that has been in 
operation for more than 100 years since 1911. It is a huge 
hospital with 3,100 beds and more than 150,000 inpatients 
per year.  

This was the sixth year of the project. In fiscal 2020, 
although experts could not travel abroad because of the 
prevalence of the COVID-19 worldwide, project activities 
continued through an online system. 

The stroke team has been able to provide high-quality 
care with the expectation of early recovery, such as early 
movement rehabilitation for postoperative neurosurgery 
patients, and orally administered meals for patients who 
used to be tube-fed due to swallowing difficulties. In 
January 2021, an online seminar titled "Stroke care during 
the COVID-19 pandemic" was held with more than 1,400 
participants from BMH and other medical institutions, 
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14 の集中治療室へ VAP 予防バンドルの導入がはじまってい
ます。2021 年 1 月には「術後早期回復プログラム（ERAS）」
をテーマとしたオンラインセミナーを開催し、バックマイ病
院のほか、ハノイやホーチミンの医療機関が参加しました。

mainly in northern Vietnam.
The perioperative team tackled ventilator-associated 

pneumonia (VAP), which was a problem for many patients 
who were put on ventilators after surgery in the ICU, and 
reduced the VAP incidence rate at the General ICU, BMH. The 
director of BMH was very impressed with these results, and 
the VAP prevention care bundles are going to be introduced 
to 14 ICUs at BMH. In January 2021, we held an online seminar 
titled "Early Recovery After Surgery Program (ERAS)," which 
was attended not only by staff from BMH but also those from 
medical institutions in Hanoi and Ho Chi Minh City.

ベトナムバックマイ病院とオンラインで「術後早期回復プログラム（ERAS）」セミナーを開催（2021 年 1 月）
Online Seminar on “Early Recovery After Surgery Program (ERAS)” with BMH in January 2021

バックマイ病院とオンラインで「コロナ禍における脳卒中ケア」セミナーを開催（2021 年 1 月）
Online Seminar on “Stroke care during the COVID-19 pandemic” with BMH in January 2021

（上から）嚥下食、人工呼吸器関連肺炎 
(VAP) 予防バンドルポスター

（from above）Dysphagia food/
Ventilator-associated pneumonia (VAP) 
prevention care bundle poster
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ベトナム社会主義共和国 /Sociolist Republic of Viet Nam

ベトナム３拠点病院に対する医療機器の安全管理技術支援事業
Project	of	Medical	Equipment	Management	for	3	Core	Hospital	in	Vietnam

ベトナムでは、近年の著しい経済発展による生活習慣の変
化に伴い、国内における全死亡の約 7 割を非感染性疾患（心
血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、がん等 ) が占めており、医療
分野ではより高度かつ安全な医療が求められています。本事
業では 2017 年よりバックマイ病院（BMH）に医療機器管理
分野での支援を行ってきており、そのなかで以下のような点
が課題となっています。

• 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。

医療機器が極めて重要な役割を果たしている現代医療で
は、この現況からの脱却が急務であり、BMH をパートナー
とした事業展開のみでは、こうした課題の解消は極めて困難
と考えられます。また、これまでの事業を通して、ベトナム
保健省からベトナム中部、南部においても同分野での支援要
請があったことを踏まえ、ベトナム 3 拠点病院での事業展
開を核に、保健省とその直轄の医工研究所や技士養成専門学
校と共同してベトナムでの医療機器の安全管理確立を目指
して、2019 年度の「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（2 年
次）」から発展的に事業展開しています。

以下 3 つの活動を統合して実施することにより、医療機
器管理の面からベトナムの医療の質が向上することを目的と
しています。

目的１：医療機器管理・安全性等の技術支援
目的 2：医療機器管理・安全性等に関する制度化に向けた
　　　    支援
目的 3：医療機器等分野における市場開拓支援
目的 4：臨床工学部門の学術集会や協会設立による医療
　　　    機器管理技術者の地位確立

Medical devices are extremely important for diagnosis and 
therapy in modern medicine. We have been supporting 
Bach Mai Hospital (BMH) in the field of medical device 
management since 2017. We found that the following issues 
were barriers. 

• Maintenance management,  such as periodic 
inspection and post-use inspection of medical 
equipment, is not performed. 

• Standards for quality control have not yet been 
established. 

• There are no guidelines or legal system to evaluate 
the safety of medical devices. It is urgently necessary 
to address these issues, and it is extremely difficult 
to solely work with BMH. In addition, through 
discussions with the Ministry of Health, we have been 
requested to assist other institutes in central and 
southern Vietnam.

Technical Support for improving Medical Equipment 
Management

Objective	 1:	Technical support for medical device  
management and safety 
Objective	2:	Support for the institutionalization of medical  
device management and safety 
Objective	3:	Support for market development in the field  
of medical equipment 
Objective	4:	Establishing the social status of Bio-Medical  
Engineer (BME) by establishing academic meetings and 
associations in clinical engineering

NCGM からの YouTube LIVE
YouTube LIVE from NCGM

ベトナム側での研修受講者（国立医療機器専門学校）
Trainees from the Vietnam side (Vocational College of Medical 
Equipment Technology)
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本事業は、首都ルサカにあるザンビア大学医学部付属教育
病院（UTH）で 2017 ～ 2020 年度に CT 撮影 / 読影、心臓血
管カテーテル検査 / 治療を指導し、大幅に検査数が増加しま
した（平均 CT 検査数（40 件 / 日⇒ 60 件 / 日）、カテーテル
心臓血管撮影 / 治療（0 件 / 日⇒ 1 ～ 2 件 / 日 )）。特に CT
装置は救急外来や入院患者さんの急変に対し 24 時間 365 日
稼働し地域医療に貢献しています。一方、地方病院であるリ
ビングストーン総合病院とキットウエー中央病院も各々 CT
装置を 1 台所有しますが、学習の機会がないため CT 撮影技
術水準には課題があります。また機器の保守管理が適切にな
されていないため、技術支援の要望も多く寄せられています。

当初ザンビア国内の CT 技術の均てん化を目的にザンビア
大学医学部付属教育病院を起点としてリビングストーン総合
病院とキットウエー中央病院への技術指導を行う予定でス
タートした本事業でしたが、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴うロックダウン等が発生したためザンビア大学医
学部付属教育病院（UTH）に限定したオンライン教育の実施
に事業内容を変更しました。研修は、CT 撮影手順、検査に
おける機器操作、QA、QC、CT 被ばく量管理、医療安全と
多岐に渡るテーマを取り扱いました。工夫した点は、出席出
来なかった研修員や復習したい研修員のために、Moodle 上
に教材を開講した点です。このことが研修員の理解度が深め
ることにつながりました。

結果、On-line 研修生は研修内容に関する pre/post test で
正解率が 14% 向上しました。

This project has achieved good results through the teaching 
of computed tomography (CT) imaging/interpretation and 
cardiovascular catheterization/treatment from fiscal 2017 to 
2020 at University Teaching Hospital (UTH) in Lusaka, Zambia. 
The number of CT cases increased from 40 to 60 cases per 
day, and that of cardiovascular angiography increased from 
none to one or two cases per day.

Further, Livingstone General Hospital in Southern Province 
in Zambia has one CT device, but the level of CT imaging 
technology is lower because there is no opportunity for staff 
to learn how to enhance their use of the equipment. Technical 
assistance from the NCGM has been strongly demanded for 
want of technical support from the manufacturer’s agent. 

In fiscal 2020, the project started to provide technical 
training to Livingstone General Hospital, Kitway Central 
Hospital, and UTH with the aim of equalizing the level of CT 
imaging technology usage across Zambia. However, owing 
to the COVID-19 pandemic and the subsequent lockdowns, 
we had no choice but to provide online education to the 
UTH. The training covered a wide range of themes such as CT 
imaging procedures, equipment operation in examinations, 
QA, QC, CT exposure control, and medical safety. For trainees 
who could not attend and trainees who wanted to review 
the training, we provided teaching materials on the Moodle 
platform.

As a result, the accuracy rate of online trainees improved 
by 14% between the pre-and post-tests.

ザンビア共和国 / Republic of Zambia

ザンビア共和国 CT画像診断検査技術水準均てん化事業
Enhancing	the	Use	of	Computed	Tomography	across	Zambia



114 国立国際医療研究センター 国際医療協力局｜ 2020 年度年報

本事業は、カンボジアにおける病理診断体制強化に向けて、
病理人材教育制度を整備することを目的としています。カン
ボジアでは、高齢化やライフスタイルの変化に伴い、がんな
ど非感染性疾患が増加傾向にあるなか、病理検査を正確、迅
速に実施できる体制づくりが喫緊の課題です。特に人材不足
は深刻で、技術支援を開始した 2017 年当時、人口約 1,400
万人に対して、病理検査室がある公立病院は 3 施設で、病理
医師は 4 名、病理技師は 15 名程度しかいませんでした。

このような状況を踏まえ、協力局では 2017 ～ 19 年度、公
立 3 病院の病理人材（医師・技師）の技術強化および、国立
保健科学大学（UHS）の病理レジデントコース 1 期生への研
修支援を目的に、日本臨床細胞学会、病理技術研究会と協働
し、展開推進事業を実施してきました。主な成果として、新
病理医 5 名の誕生、国内 4 か所目の病理検査室開設、保健
省による病理検査室開設マニュアルの承認などが挙げられま
す。2019 年には UHS 学長より、臨床検査学科技師コースへ
の病理検査学の導入支援、さらに病理レジデントコース 2 期
生への研修支援の要請がありました。

そこで、2020 年度は、UHS の病理レジデントコース 2 期
生 6 名と、臨床検査技師ブリッジコース 1 期生 66 名を対象
に下記研修支援を行いました。新型コロナウイルスの感染拡
大で、現地渡航ができないなか、先方とのやり取りや研修実
施はすべてオンラインで行いました。

病理医レジデントコース：
2020 年 9 月：病理総論の講義
2021 年 2 月：病理各論（婦人科病理・肺病理）の講義
受講生たちには、日本人専門家が作成した講義資料を事前
に予習してもらいました。講義当日は 1 ～ 2 時間の質疑応
答を行いました。クラス代表を決めたことで、受講生と密
なコミュニケーションを図ることができました。

臨床検査技師ブリッジコース：
2020 年 12 月：病理検査学の講義
当初は日本人が英語で授業することも検討しましたが、技
師コース受講生と直接英語でコミュニケーションをとるこ
とは困難であると判断しました。そこで実際の講義では、
カンボジア人講師（UHS 病理学科教授、カルメット病院病
理検査科技師長）が、日本人専門家が作成した英語教材を
用いて、クメール語で教えました。

オンライン研修の評価は高く、2021 年度も支援継続要請
を受けました。2021 年 4 月現在、現地に渡航できる見通し
は立っておらず、今後もオンラインを中心に研修支援を実施
していく予定です。2021 年度は座学だけでなく、実践トレー
ニング（鏡顕実習など）、現地のニーズに合ったより実践的
な研修が実施できるよう、事業を進めていきます。

This project aims to enhance the education system 
for pathologists and pathology technicians in order to 
strengthen the pathological service system in Cambodia. 
Cambodia is experiencing an epidemiological transition, 
with an increase in chronic diseases such as cancer, but 
there is a lack of domestic human resources in pathology. 
In 2017, for a population of 14 million, there were only 
4 pathologists, 15 pathology technicians, and 3 public 
hospitals equipped with pathology laboratories. 

The Bureau of International Health Cooperation, working 
together with the Japanese Society of Clinical Cytology as 
well as the Japanese Society of Histopathologic Technology, 
initiated a human resource development project supporting 
the pathology resident course at the University of Health 
Science (UHS) and three national hospitals. The outcomes 
thus far include educating five new pathologists, the 
establishment of the country’s fourth pathological 
laboratory, and the accreditation of the manual guidance 
of the pathological laboratory by the Ministry of Health. In 
2019, the dean of the UHS made a request to support the 
introduction of a histopathology class to the laboratory 
technician’s bridging course as well as for the second batch 
of pathology residents.

In fiscal 2020, the project supported the training of six 
pathology residents of the UHS second batch and 66 of the 
first batch of laboratory technician’s bridging course. Amid 
the novel coronavirus pandemic, all activities (including 
lectures and regular communication with Cambodia) were 
conducted online. It should be noted that:

UHS	resident	course
September 2020: Lectures on General Pathology
February 2021: Lectures on Specific Pathology (Pulmonary 
& Gynaecologic Pathology)

A class representative was appointed among pathology 
residents.
This leads to more interactive communication between 
the NCGM and UHS, rather than just having contact 
with professors.

TSMC	bridging	course
December 2020: Lectures on histopathology

Lectures for laboratory technicians were taught by 
Cambodian lecturers and not by Japanese experts.

The initial plan was for Japanese experts to give lectures in 
English, but the language barrier soon became problematic. 
In light of communication difficulties, it was decided that 
lectures were to be taught by Cambodian lecturers and 
that Japanese experts were to help Cambodian lecturers 
by developing teaching aids. The training of trainers (TOT) 
was successful because the Cambodian lecturers learned 
instructional skills and gained confidence in teaching.

The online training was highly appreciated by the UHS 
and participants. With UHS’s request that we continue our 
activities, we will conduct online training in fiscal 2021. 
In this instance, we will introduce online training (using 
microscopes) to meet local needs and increase practicality.

カンボジア王国 /Kingdom of Cambodia

病理サービス展開のための病理人材教育制度整備事業
Strengthening	the	Educational	System	for	Pathologists	and	Pathology	Technicians	




