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令和元年度定時総会 The 6th Congress of Asia Association of Medical Laboratory Scientists 

（第６回アジア医学検査学会） 

オープニングセレモニー 

第６回のAAMLSには当会より代表団として長沢光章副

会長、片山博徳執行理事（国際担当）が参加し、

Plenary lectureのシンポジストとして国際委員会より

カンボジアプロジェクトを担当している木村明佐子氏

（国際医療福祉大学）、橋本尚文氏（国立国際医療研究

センター）、三澤成毅氏（順天堂大学医学部附属順天堂

医院）の３名、またカンボジア臨床検査技師会からは

Vansith会長が参加されました。 

 学会１日目に公式行事であるオープニングセレモニー

が 開催され、学会長を務めた Chutipongvivate S.氏

（AMTT会長）より式辞か述べられ、引き続き、AAMLS会

長のMangil Yang氏(KAMT)の挨拶、加盟国の代表の紹介

が行われました。 

 その後、AAMLS理事会が開催され、長沢副会長、片山

執行理事が出席しました。理事会は会長であるMangil 

Yang氏の挨拶に始まり、2019年４月29日に台湾で開催さ

れた理事会の議事録確認、会計報告等について審議さ

れ、マレーシアで開催される第７回アジア医学検査学会

の経過報告で全ての議事が終了ました。ガラディナーか

はNongnooch Gardenで開催され、1,200名程が収容でき

る大きな会場で行われ、円卓の着席スタイルでアルコー

ルは提供されない（健全な？）ディナーでした。 

ガラディナー 

（次ページへ続く） 

第６回アジア医学検査学会(AAMLS 2019) が2019年５月29日(水)～31日(金)を会期とし、タイ王国のパタヤで第43

回タイ臨床検査技師学会と同時開催され、主催国であるタイをはじめ、日本、フィリピン、台湾、韓国、香港、マ

レーシア、インドネシア、インド、マカオ、シンガポール、ブルネイ、ミャンマー、オーストラリア、ラオス、ア

ラブエミレーツ、カンボジア、フランス、英国、米国の20カ国が参加しました。参加者は、タイ臨床検査技師会

（AMTT）から約3,000名（会員数5,000名）、海外から約300名の登録があり、企業ブースも合計63社が出展し、最

大で100㎡を使用する企業もありました。 

 演題では、Plenary lectureとしてJAMTのカンボジアとの精度管理プロジェクトが取り上げられ、タイトルは

“The Quality Improvement of Clinical Testing for Microbiology, Hematology and Clinical Chemistry with 

The Kingdom of Cambodia in 2 Years Experience”で日本から３名とカンボジア臨床検査技師会（CAMT）会長の

Vansith先生の４名によりシンポジウム形式で行われました。 

 AAMLSの理事会・総会などの行事に役員が出席し、AAMLSの総会においては宮島会長がAAMLS理事に再選されまし

た。その他に、カラディナーなどの社交行事に参加し、全員無事に帰国しました。今後も、アジア地域の国々との

連携強化のため国際関連行事へのご理解とご参加をお願いいたします。 

 代表理事副会長 長沢 光章  
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 学会２日目には総会があり理事会で承認された議案の

報告並びに次期の理事、会長、副会長、その他の役員選

挙が行われ、宮島会長が理事に再任され、次期会長には

シンガポールのEddie Ang Han San氏、副会長にはフィ

リピンのRonaldo E. Puno氏とマレーシアのFanidah 

Robiah Binti ismal氏が選出されました。また、マレー

シアより第７回アジア医学検査学会のプレゼンテーショ

ンが行われ、開催は2021年、開催地はクアラルンプール

と紹介されました。 

 最終日は午前中にJAMTのPlenary lectureとして“The 

Quality Improvement of Clinical Testing for Micro-

biology,  Hematology  and  Clinical  Chemistry  with 

The Kingdom of Cambodia in 2 Years Experience”の

シンポジウムが行われ、Moderatorは AAMLSよりEndang 

Hoyaranda氏がJAMTは片山執行理事が担当し、血液、生

化学、微生物の３分野での２年間の成果を発表しまし

た。最終日にも関わらず500名を超える参加者があり、

シンポジウム終了後には開催国タイのChutipongvivate 

S.会長をはじめミャンマーや他の国々よりコメントや質

問をいただきました。 

 その後の閉会式ではAAMLSの新執行部の紹介、次期開

総会 

催国からの挨拶かあり、ポスター賞をはじめとする表彰

が行われました。次回の再会を約束し暑い国でのホット

な学会は閉会となりました。 
 

 以下にJAMTシンポジウムで発表を行い、カンボジアで

研修を担当している血液分野、生化学分野、微生物分野

からの派遣報告をいただきました。昨年より新規にはじ

まりました微生物分野からは１年間のカンボジアでの活

動も併せて報告いただいております。 

 また、カンボジア臨床検査技師会Vansith会長の抄録

も掲載いたします。 

（執行理事 片山 博徳） 

写真上：JAMTシンポジウム登壇者 

写真下：閉会式 

木村 明佐子 

（国際医療福祉大学） 
 

血液部門では、カンボジアでの

血 液 検 査 と 外 部 精 度 管 理

（EQA）の全体的な質を向上さ

せることを最終目標とし、それ

を達成するために、 
 

・EQAの全体的な質向上のために、内部精度管理（IQC）

を正しく実行することが必要であると理解する 

・IQCを正しく実行するために、機器が正確なデータ提

供ができるよう定期的なメンテナンスを継続し、いつ

校正をするべきなのかを理解する 

・機器から得られるデータを適切に解釈するために、機

器の測定原理と、検体に何か問題がある場合に生じる

誤差要因を理解する 
 

ということに１つ１つ焦点を当て、研修を実施してきま

した。 

本学会ではこれらの目標を示したうえで、年度ごとの

細かな実施内容や実施風景を紹介し、研修生がこの研修

を通じて得た知識や技術を、独自のワークショップ開

催・ラボでの伝達・学生への教育等により国内の技師や

学生にどのように広めているか・広めていくか、といっ

た成果などを報告しました。 

アジア各国の臨床検査技師が参集する大会とあって、

= 血 液 分 野 = 非常に多くの参加者・発表があり、また各国の技師たち

との交流も図れました。東南アジア諸国は医療の側面に

おいても「開発途上」というイメージが強かったのです

が、全くそのようなことはなく、むしろ日本と遜色なく

臨床検査や精度管理徹底を実施している国も少なからず

あり「うかうかしていると日本もあっという間に追い越

されてしまう！」と、とても刺激を受けた学会でした。 

= 生 化 学 分 野 = 

橋本 尚文 
（国立国際医療研究センター） 

 5月31日のPlenary lecture 

4: The Quality Improvement 

of  Clinical  Testing  for 

Microbiology,  Hematology 

and Clinical Chemistry with 

the Kingdom of Cambodia in 

2 yearsにて生化学分野の活動

と知見を口演形式で発表しミャンマーからの参加者から

の質問がありました。学会の精度管理分野では特にタイ

語のセッションで精度管理分野の発表が積極的に行われ

ていました。 

 期間中に展示会へ訪問しタイ及び東南アジア地域で販

売されている医療機器や各種検査キットの現状を把握し

ました。アジア諸国が自国で感染・罹患が多い疾患に関

して先進国から体外診断機器やキットを輸入し販売する

だけでなく独自に研究開発製造販売も開始しており電子
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三澤成毅 

（順天堂大学医学部附属 

順天堂医院） 

 カンボジアの臨床検査

の質の向上事業は2017年

から開始し２年間が終

了、2019年は最終年を迎

えます。今回、第６回ア

ジア臨床検査技師学会で２年間の活動経験として報告し

ました。微生物検査に関する活動は2018年から開始しま

したので１年間の成果と今後の課題として以下を報告し

ました。 
 

1．微生物検査の活動目的と目標 

微生物検査の活動目的は、感染症の適切な診断に求め

られる微生物検査の改善であります。標準的な検査体制

を整備することにより、カンボジアにおける感染症の流

行状況や東南アジアにおける薬剤耐性の拡散状況も正確

に把握できることが期待されます。 

微生物検査の研修は、2018年は４回の現地研修と２回

の本邦（日本）研修を行いました。指導対象であるカン

ボジア研修員は、CAMTから選抜されたプノンペン市内の

基幹医療機関に所属する４名です。 
 

2．研修内容 

現地研修では①塗抹標本の判読と報告②従来法と日本

製同定キットを組み合わせた同定検査③薬剤耐性菌の検

査④核酸増幅法（LAMP）による検体からの結核菌群の検

出を実施しました。本邦研修では、日本の検査室の現場

を見学することで検査の現状を理解し、PCR法による薬

剤耐性遺伝子の検査、微生物検査と感染症関連の学会へ

参加し、目指すべき方向性の理解と最新情報を収集しま

した。 
 

3．研修の成果 

①塗抹検査は、患者検体のGram染色標本の鏡検による

検体の品質評価や細菌の菌種推定、および感染症の初期

診断のための結果報告を研修しました。 

グラム陽性球菌が観察された場合、細菌の形態と配列

からブドウ球菌かレンサ球菌かを区別して報告すること

は、感染症の診断や初期治療の抗菌薬選択に必要である

ことを説明していますが、この意義が完全に理解できて

いないことから更なる研修が必要と考えております。一

方、結果報告においては医師の検査に対する理解も必要

機器関連研究開発製造拠点として有名な中国の深セン市

から医療機器企業も出現し始めたことに脅威を感じまし 

た。 

 シンポジウム発表でKAMTの方による国家としてのIVD

の研究開発製造展開戦略の発表があり日本同様に韓国も

国を挙げてこの分野での産業を推し進めており韓国の大

手家電企業のLGもヘルスケア産業に参入の展示もありま

した。一方で日本の企業は数社がブースを出して積極的

に宣伝広報活動を行っておりアジアでの存在感を感じら

れました。  

 アジアでは検査キットを含む医療機器分野で日本が

トップをとっていると油断しているが遠くない将来に日

本の家電企業にようにアジアの国々の企業に追いつき追

い越される可能性もあると強く感じた次第です。 

=  微 生 物 分 野 = 

です。 

②同定検査は、例えば腸内細菌科細菌の同定には５種

類の試験管培地が使用されています。しかし、得られる

性状の数が少ないことから、検査精度に問題があること

が予想されました。研修では日本製同定キットを使用し

たことにより、簡便かつ正確な結果が得られることが理

解できたものと考えます。研修後、糞便からYersiniaを
疑う菌が同定されたと相談を受け、早速同定キットの使

用を勧めた結果、Morganella morganiiと同定されまし

た。試験管培地による検査の改善も必要ですが限界があ

り、同定キットの併用が必要であると実感しました。 

③薬剤耐性の検査 

薬剤耐性は、基質拡張型β-ラクタマーゼとカルバペ

ネマーゼの検査法を中心に研修しました。表現型による

検査であるβ-ラクタマーゼ阻害剤による検査や、米国

Clinical Laboratory Standards Institute（CLSI）が

推奨している改良カルバペネム不活化法（mCIM）を研修

し ま し た。研 修 後、血 液 培 養 か ら 多 剤 耐 性 の

Escherichia coliが分離され確認したところ、mCIM陽

性、メルカプト酢酸ナトリウムによる阻害試験陽性であ

り、カルバペネマーゼの一つであるメタロ-β-ラクタ

マーゼ（MBL）である可能性が強く示唆されました。後

にPCR法によってNDM型β-ラクタマーゼ遺伝子が検出さ

れ、NDM型のMBL産生菌であることがわかりました。NDM

型MBL産生菌は東南アジアを中心に世界的に拡散してい

る薬剤耐性菌であり、カンボジア国内にも既に存在して

いることが明らかとなりました。 

（写真１） 

糞便の培養検査で分離され菌株の同定。左は日常検査で使用している

試験管確認培地でYersinia spp.と同定、右は同定キット（EB-20：日水

製薬）による同定結果でMorganella morganiiと同定。 

（写真２） 

血液培養から分離されたE. coliのmCIM（左）およびメルカプト酢酸ナト

リウムによる阻害試験（右）。両検査陽性と判定されMBL産生が示唆さ

れ，後にNDM型β-ラクタマーゼであることが確認。 
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（編集後記）早いもので、もう今年も半分が過ぎてしまいました。７月といえば全国各地でお祭りの季節で

す。大阪の「天神祭」は、毎年、宵宮（よみや）が７月24日、本宮（ほんみや）が翌７月25日に定められ、

約130万人が訪れる祭りです。しかし、10年前からの累積赤字が膨らみ約3,000万円を超えているのが現状で

す。そこで、今はやりのクラウドファンディングを通じてサポーターを募っています。地元の我々も千年以

上続いた「天神祭の歴史の火」を消さないように私たちでできることを協力したいものです。  （竹浦） 

4．課題と将来への期待 

標準的かつ感染症の診断・治療に有用な検査体制の整

備を目標に１年間活動しました。 

2019年は研修で得た検査法を日常検査へ導入すべく、

研修員が勤務する病院検査室へ訪問することを計画して

おります。それぞれの病院検査室の環境や資源は異なっ

ています。検査の質の向上を目指し、研修員と共に実現

に向けて努力する所存です。 

研修員は、今回の事業を通じて得た知識と技術を、国

内の他の微生物検査を担当している技師へ移転する役割

も担っています。昨年に続き、今年もカンボジア国内の

臨床検査技師を対象としたセミナーを開催します。研修

員は、先導的立場としてセミナーの内容を考え、講師を

努めます。 

一方、医師の微生物検査を含む臨床検査に対する認識

やニーズを知り得ていません。微生物検査の研修では、

感染症の診断に有用な検査情報を提供することを念頭に

置いています。検査の有用性を医師が実感できれば検査

依頼も増えると考えており、将来の期待と共に課題でも

あります。 

（写真3） 

カンボジア研修員と日臨技派遣専門家（現地研修施設であるプノン

ペン市内国立小児病院にて）。前列白衣着用の4人が研修員、後列

左から齋藤技師（東京医科歯科大学）、筆者、長沢副会長、柳沢技

師、片山執行理事 

Improvement of Laboratory testing in the Kingdom 

of Cambodia in collaboration with JAMT 
 

KET Vansith1),2),8), SAO 

Sokunna6),8), BUTH So-

khal7),8), CHROENG 

Sopheap3),8)Yoshifumi 

MIYAJIMA9), Hironori 

KATAYAMA9),  Mitsuaki 

NAGASAWA9), Shigeki 

MISAWA9), Naofumi 

HASHIMOTO9), Masahiro 

JONA9),  
 

1)- University of Puthisastra 

2)- National Pediatric Hospital 

3)- Prah Kossomak Hospital 

4)- Khmer-Soviet Friendship Hospital 

5)- National Center for Mother and Children  

6)- Ministry of Health 

7)- National Institute of Public Health 

8)- Cambodian Association of Medical Technologists 

9)- Japanese Association of Medical Technologists 
 

Background 

According to the economic growth of Cambodia, the labor-

atory testing is important to support diagnosis. 

CAMT in collaboration with JAMT, MoH and NIPH, orga-

nized the training on laboratory testing focusing on IQC 

and EQA. 

Activities in year 2017  

5 trainees for Hematology and 5 trainees for Chemistry 

were selected among the workers in the hospitals and train-

er at the universities 

5 training courses were organized for Cambodian partici-

pants. The training schedule  held 4 times in Cambodia and 

1 time in Japan 

Pilot study for quality of Hematology and Chemistry test-

ing in 6 laboratories hospital in Phnom Penh 
 

Activities in year 2018 

To continue the project, Hematology and Chemistry is still 

in process. This project activity focus on the supervision.  5 

Cambodian participants were selected for the training of 

Microbiology focusing on the quality of Gram staining, 

culture and identification and sensitivity testing. The sched-

ule of the training was 4 times in Cambodia and 2 times in 

Japan. 
 

Result expected   

The quality of laboratory testing will improve. The Cambo-

dian MT will have enough ability testing. The Cambodian 

trainees will become the trainers for local training orga-

nized by MoH and others organizations. 

CAMT 

Vansith会長 


