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国際協力事業報告 

本号では微生物、生化学、血液各チームの取り組みをご紹介します。 

 ＝ 微生物チーム ＝ 

 三澤 成毅 (順天堂大学医学部附属順天堂医院) 

平成29年から始まった本事業（JAMT magazine 2017

年11月号参照）は２年目に入り、今年から微生物検査

の活動を始めました。微生物チームの活動目標は、標

準的な検査法の導入で

す。 

当会（JAMT）側のメ

ンバーは、長沢光章

（当会副会長）、柳沢

英二（マイクロスカイ

ラボ）、結城篤（防衛

医科大学校病院）、齋

藤良一（東京医科歯科

大学）、三澤成毅（順

天堂大学医学部附属順天堂医院）で、関連メーカー

（日水製薬、栄研化学）にもご協力いただいておりま

す。 

カンボジア側の研修員は４名であり、３名は病院検

査室勤務、１名は検査センター所属です。なお、カン

ボジアには臨床検査技師の国家資格はありません。 

 研修は現地４回と日本

国内２回を予定してお

り、現地研修は第１回

（５ 月）、第 ２ 回（８

月）、第３回（10月）、

第４回（11月）を首都プ

ノンペンにある国立小児

病院で行いました。研修

は講義と実習で構成し、

第３回までは塗抹検査、培地の性能試験、同定検査、

薬剤耐性菌検査を行いました。同定検査は日本製の

キットを併用しましたが、日本製品の性能に非常に驚

いていました。第４回は、核酸増幅法であるLAMP法に

よる結核菌群遺伝子検査の実習を行う予定です。薬剤

耐性菌は東南アジアにかなり拡散していることが危惧

されていますが、サーベイランスシステムがないこと

から実態は不明です。研修員は今回の研修を通じて、

第１回現地研修に参加したJAMT微生物

検査メンバーとカンボジア研修員 

国立小児病院微生物検査室での実習  

担保された微生物検査を習得し、技術移転が進むこと

で疫学が明らかなることが期待されます。国内研修

は、第１回（８月）は日本の微生物検査室を見学し、

目標とすべき検査を体感していただきました。 

また、10月の現地研修では本事業の活動紹介となる

ワークショップを開催しました。カンボジア臨床検査

技師会（CAMT）からの発案であり、カンボジアから臨

床検査技師が多数参加し、活動内容と成果が研修員か

ら発表され、たいへん盛会でした。 

第２回国内研修は平成31年１月末を予定しており，

PCR法による薬剤耐性遺伝子検出の実習と微生物関連

学会への視察を予定しております。 

カンボジア国の微生物検査は、一部の病院を見学し

た限りでは検体数が非常に少ないという印象です。培

地は国内で製造しており品質も管理されていますが、

機器や試薬は乏しいと感じました。医師の微生物検査

に対する認識が不足、またはニーズが理解されていな

いことも原因と考えられますが、現状で実施可能な検

査の質をアップし、感染症の診断に有用な検査情報を

提供することを目指したいと考えております。微生物

検査の有用性を医師が実感できれば、検査依頼も増え

ることが期待でき、本事業の中で実現することができ

ればと考えております。 

＝ 生化学チーム ＝ 

 橋本 尚文 
(国立国際医療研究センター 国際医療協力局) 

平成29年度事業では、カンボジアの生化学検査精

度管理の指導員を養成しました。平成30年度は養成し

た精度管理指導員が主体となり対象検査室への訪問指

導の実施を試みました。 

第１回目（５月）の現地訪問で４病院の検査室

（プノンペン市内３病院及び地方の１病院）を訪問し

生化学検査の精度管理の指導をカンボジア生化学検査

精度管理指導員が主体となり実施しました。各検査室

の技師長や生化学検査の責任者はかなり精度管理の知

識を持っており、訪問した検査室は１日１回は内部精

度管理が実施され、精度向上の意欲が感じられまし

た。同時に内部精度管理を持続的に実施するためには

深澤恵治 
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精度管理試薬や適切

な機器（生化学自動

分析器、純水水製造

装置など）の購入や

定期的な維持管理が

必要であり、その費

用を恒常的に工面で

きることも重要であ

ることが認識されました。 

 第２回目(10月）は19日に合同セミナーが開催され

ました。そのため17日と18日の実質２日間に活動が限

定されたため、新たに巡回指導を行うよりは現時点で

の実際の生化学検査の質の問題を３検査室間差調査を

通じてあぶり出す手法を採用しました。恐れていたほ

どは結果に差が見られませんでした。10月派遣で生化

学チームの本年度の現地での活動は終了しました。５

月に実質５日間で訪問指導できた検査室が４か所で、

10月は実質２日の滞在で１か所（５月に問題が多発し

ていた検査室の再訪）で実際には４か所の検査室への

訪問指導を実施したことになります。 

 カンボジアには自動又は半自動の生化学分析装置を

使用している公立検査室が約111あり、少なくない検

査室で生化学検査精度に何らかの問題があると思料さ

れます。対象検査室から技師を一堂に招聘し精度管理

の再教育を行う手段もありますが、一番肝心なことは

深刻な問題を抱える検査室に継続的にカンボジア生化

学検査精度管理指導員が出向いて実情を把握し、対象

検査室の技師と共に問題の解決に当たり１つ１つ改善

例を積み重ねて、その結果を関係者に広く共有するこ

とであると思われました。 

５月に実施した訪問指導 

＝ 血液チーム ＝ 

常名 政弘 (東京大学医学部附属病院) 

血液検査分野では、カンボジアにおいて以下の3点

を目標として本事業に取り組んでいます。 
 

①多くの施設が外部精度管理へ参加し、そのうちの多

くの施設が許容範囲内の結果を出すこと。 

②成績が不良であった施設に対し、対策（是正）を立

案し改善できる人材を育成すること。 

③精度管理や血液検査の質向上のため、JAMTからの派

遣者が講義や実習を通じて教育することによって

研修員が理解し、今後、自施設さらにはカンボジ

ア国内での血液検査の質の向上を図ること。 
 

・平成29年度のカンボジア事業活動の成果 

血液検査分野の研修員は５名で、全員が大学での講

義及び実習を担当（うち４名は病院検査室またはプラ

イベートラボ兼務；血算検体数が約120～9,000件/月

の施設）している、カンボジアにおいて臨床検査分野

の指導的立場にいる方々でした。 

研修では、血球計数器の精度管理の質向上を目的と

して、血球計数の原理や誤差要因に関する知識および

精度管理の重要性に関する講義、カンボジア国内で外

部精度管理（EQA）に参加し結果が不適合であった施

設に対する内部精度管理（IQC）とEQAの解析の実習、

および是正報告書作成の支援や機器の改善に向けたア

ドバイスも行うことができました。更に、学生向けと

して、カンボジア国内の大学において研修員が担当し

ている授業を対象に、血液検査学における精度管理に

関する項目を追記した新たなシラバスの作成を行うこ

とができました。 
 

・平成30年度のカンボジア事業活動 

 平成30年度血液検査分野は、第１回目として10月18

日～21日に、池田千秋（国立がん研究センター中央病

院）、老後聡美（国立国際医療研究センター病院）、

木村明佐子（国際医療福祉大学成田保健医療学部）の

３名で事業活動を行いました。目的としては昨年度と

同様に血液検査に対する精度管理の質の向上を目指し

ています。 

 10月19日にカンボジア国内の臨床検査技師と学生向

け に 行 わ れ た ワ ー ク シ ョ ッ プ「Workshop  on 

Strengthening  Laboratory  Quality  in  Clinical 

Public Health」では、血液検査分野からは「Sharing 

project activities of Hematology(2017-2018)」と

題して、池田、老後、昨年の研修員であるMs. Hou 

Chanthaにより、EQA・IQC・Corrective actionの循環

システムの重要性についてディスカッション形式で発

表を行い、聴講者は興味を示し今後の事業の成果に対

して期待しているようでした。 

 さらに、平成31年１月に訪問活動を行う予定です。

次回は、カンボジア国内でEQA不良評価であった施設

に対して、カンボジア技師主導による是正対策の介入

を予定し、その支援を行う予定です。しかし、介入活

動を円滑に進めるには、カンボジア国内の外部精度管

理担当部署（NIPH）、カンボジア臨床検査技師会

(CAMT)やカンボジアの保健省(MOH)の協力が必要であ

り、その橋渡しも必要と考えています。 
 

・カンボジア臨床検査の質の向上を目指して 

２年間の研修により精度管理の重要性と実際につい

ては、多数の研修員に普及できたと考えています。今

後は研修員が修得した精度管理に関する知識をカンボ

ジア主導で浸透させるシステム作りが重要と考えられ

ます。しかし、臨床検査は日本においても長い積み重

ねで、何世代もの人を経て成熟してきた歴史があり、

ほんの数年の国際協力でできるものではありません。

今回の私たちの派遣事業はそのひとつの手段であり、

海外事業に参画することで新しい世界を開拓する良い

機会となりました。 

今後もJAMT血液チームとCAMT血液チームが継続して

協力し、カンボジアの臨床検査技師が自ら勉強できる

素地を作り上げることも目標の１つにしたいと考えて

います。将来、カンボジアが自国で血液検査のエキス

パートを育成できるようになれば、本事業の果たした

効果は大きいものになると考えます。 

学生向けワークショップの様子 
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【会場風景】 

公益社団法人 東京都臨床検査技師会 実行委員長 杉岡 陽介 

 本年度の全国「検査と健康展」は中央会場を公

益社団法人東京都臨床検査技師会が担当し、臨床

検査の日である11月11日（日）にCOREDO室町 日本

橋江戸桜通り地下歩道にて開催しました。 

 テーマを「健康寿命をのばそう！～リスクの早

期発見は健診から・臨床検査技師の役割～」と

し、健康寿命は高齢者の問題のみではなく、ス

ポーツ選手が怪我によって選手生命が縮んでしま

うことも健康寿命の短縮と考え、近隣のスポーツ

団体に広報し、関節エコーでリスクの評価ができ

ることを説明、実際にスポーツ肘、スポーツ膝の

検査体験を実施しました。 

 その他には、臨床検査に興味を持っていただく

ため血管年齢検査、認知症チェック、手洗い

チェック、顕微鏡による尿沈渣・血算・がん細胞

の鏡検などの体験や、ビデオやパネルを用いて検

査室でどのような検査が行われているかの説明を

行いました。さらに中高生向けに臨床検査技師養

成学校の紹介ブースも設置しました。また、臨床

検査専門医による健康相談ブースを設置し来場者

からの健康相談も行いました。 

 650名の来場があり多くの方が検査体験や健康相

談に参加されました。来場者に個々にじっくり説

明する時間を作ったことで「来てよかった、次回

もまた参加したい」との声をいただくこともで

き、満足度の高い「検査と健康展」が開催できた

のではないかと思います。 

※会場でご協力いただいた会員の皆さまありがとうございました。 
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挑戦と飛躍 
学会長 齋藤 浩治       

実行委員長 石山 雅大      

平成30年度日臨技北日本支部医学検査学会（第７回）

は平成30年11月10（土）11日（日）の２日間、学会テー

マを「挑戦と飛躍」として青森市のリンクステーション

ホール青森にて開催しました。 

本学会の演題登録数は一般演題133題（内学生演題９

題）で、参加者は日臨技会員628名、非会員５名、賛助

会員(有料)73名、学生40名でした。また、企業展示27

社、ランチョンセミナー10社、その他広告など賛助会員

の皆様方からも沢山のご協力をいただきました。 

今回の学会運営では垂れ幕、会場案内版、企業名ポッ

プの中で我々が作成できる物は外注せずに自分達で作る

ことでコストを抑え、また北日本支部学会では初めて抄

録集をホームページからのダウンロードのみとしまし

た。 

公開講演は水戸ブレインハートセンター院長の畑山徹

先生に「現役脳外科医が伝える「脳卒中と認知症から身

を守るコツ」とは？」の講演をお願いしたところ、多く

の市民の皆様に来場していただきました。「グーパー体

操」などを織り交ぜた講演は大変楽しく、大きな会場内

に笑いが溢れる講演でした。 

日臨技企画では横地常広副会長から「日臨技を新生さ

せ、未来を拓く－平成30・31 年度日臨技事業展開（優

先課題）－」を、滝野寿専務理事からは「医療法等の一

部改正における日臨技対応について」の講演していただ

きました。 

学生フォーラムでは、深澤恵治専務理事より「医療現

場が求める臨床検査技師像」と題し日臨技の考える(求

める)これからの臨床検査技師についてご紹介の後、東

北大学４年生１名、弘前大学４年生２名、福島県立総合

衛生学院１年生２名よりそれぞれ臨床検査技師を目指し

た理由、自分が考える将来なりたい臨床検査技師像を発

表しフロアーとの討論となりました。 

輸血検査部門と病理・細胞診検査部門ではWEBアン

ケートシステムを利用したカンファレンスでスマホから

回答・投票してもらいましたが、参加者からは「投票す

ることで真剣に考えることができた」「来年も同様のカ

ンファレンスを実施してほしい」という意見が聞かれ大

変好評でした。 

 また、我々臨床検査技師においても患者さんとの良

質なコミュニケーションが欠かせないことから、シンポ

ジウム「こう考えて、こう伝える ～医療コミュニケー

ション・接遇と安全～」を企画しました。医療コミュニ

ケーションがなぜ必要とされるのか患者心理の理解を主

軸に考え、その思いを届ける伝え方について他職種から

の講師もお迎えしそれぞれご講演していただきました。 

若手実行委員企画は青森県内６支部から若手技師13人

が集まり、アンケート調査内容から集計、発表内容まで

活発な意見交換を行いながら「技師たちはどう生きるか

～若手とベテランに聞いた検査室のこれから～」を作り

上げ発表しました。横地日臨技副会長からお褒めの言葉

をいただき、大きな自信になったことと思います。 

情報交換会では会場のスペースの関係上400人を最大

人数として企画しましたが、MAXの400人の参加者で会場

は埋め尽くされました。ハネトの衣装を着たスタッフが

お出迎えし、余興では青森県立保健大学三味線サークル

による三味線の生演奏や、マルハニチロ侫武多会囃子方

「海鳴（UMINARI）」のねぶた囃子に合わせてハネト衣

装の青臨技若手スタッフが会場を乱舞、さらに参加者も

一緒になってねぶたを跳ねることで、会場全体が盛り上

がり参加者の皆様方でより一層交流を深めることができ

ました。  

最後に、学会は沢山の関係者に支えられ盛会に終える

ことができました。皆様にはこの場をお借りして心より

感謝申し上げます。 

写真左：若手実行委員企画 

メンバーとシンポジスト 

写真左：マルハニチロ 

侫武多会囃子方 

「海鳴（UMINARI）」の 

ねぶた囃子 

実務委員の皆さん、お疲れ様でした 

写真右：学術奨励賞 

おめでとうございます 



これから短期研修へ参加される皆様へ 

短期留学が決定すると国際WGの坂本先生を通じて、

Loyola University Medical Center(以下、LUMC)のKamran先生

から連絡がありました。その後しばらく時間が空きました

が国際WGの菊地さんとASCPi短期留学経験者の井上さんに

さまざまな助言をいただき、渡米に向けた準備を進めまし

た。ASCPi短期留学経験者同士のネットワークを作り、短

期留学される方への情報提供などができると今後の活動に

も活かせるのではと感じました。 

渡米に向けて英語のトレーニングはしましたが、やはり

現地の方が話す速度はとても速く、全てを聞き取れないこ

とが多かったです。とにかくキーとなる表現を聞き漏らさ

ないよう耳を研ぎ澄ませるのが大切だと感じました。そん

な中でも「Sorry, What’s that?」（すみません、何とおっ

しゃいましたか？）という表現はとても役に立ちました。

こうして聞き返すことでゆっくり話してくれたりします。 

研修報告書を提出するため、毎日少しずつ書いておくこ

とをお勧めします。相手からの質問にうまく答えられな

かったり、逆に聞きたいことをうまく表現できないことも

ありますが、まずは少しでも英語が通じたことを良しとし

てポジティブシンキングで過ごされるとストレスも少なく

なると思います。研修中に疑問に感じたことはこんな簡単

なことを聞いても良いのだろうかというようなことでも、

どんどん質問した方が良いです。日米で違いがあります

し、質問すると聞いたこと以上に色々と教えてくれること

が多かったです。咄嗟に英文を作れないと思いますので、

英語の質問リストを作成することと質問する際に使えそう

な英語の定型表現などを覚えていくことをお勧めします。 
 

【１日目】 
Specimen reception, Blood culture and Respiratory section  

午前中は検体受付塗抹と血液培養を見学しました。検体

の評価方法については、きちんとした基準が設定されてお

り、それに基づいて検体の量や質をチェックし、不適切な

場合はキャンセルをし、その理由もきちんと記録に残して

いました。日本ではきちんと基準を決めて運用をしている

施設はまだ少なく、当院も十分にはできていないのでとて

も参考になりました。一番驚いたことは多項目遺伝子検査

装置がルチン業務の中に組み込まれていることでした。
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 本研修は日臨技が行う臨床検査技師の国際化活動に対し、アメリカ臨床病理学会(American Society for 

Clinical Pathology, ASCP)が理解を示し、ASCPが研修先探しと研修費用、日臨技が滞在費用、研修者が航空

券を含めた交通費を負担し平成27年から始まったプログラムです。 

 本年度は微生物分野で１名を研修をさせて頂きました。以下に研修先の詳細を含め、研修の様子を紹介し

ます。 

ASCPi短期留学研修報告 
 

 

原 祐樹 

 （名古屋第二赤十字病院) 

期間:2018年9月24日-28日 

場所:LoyolaUniversity 

Medical Center, Chi-

cago, Illinois  

Loyola University Medical Center 

「便のPCR検査が救急外来から提出されたけど、これは至

急でやるの」と言って、検体受付をしていた技師さんが便

を検査装置のところに持って行き、慣れた手つきで処理を

して数分で検査を開始していました。まるでPOCT検査を

するような感覚でした。結果は1時間ほどで出ます。日本に

おいても感染症多項目遺伝子検査は話題になっています

が、保険収載などの課題もあり、なかなか導入がすすんで

いません。日本でも今後導入が進んでいけば、このように

迅速診断を行う日が来るかもしれないと感じました。 

次に血液培養のセクションをまわりました。血液培養で

も前述した多項目遺伝子検査装置が活用されていました。

この検査装置でカバーできない病原体もあるので、グラム

染色を確認してから遺伝子検査を行うかどうかを決めると

のことでした。遺伝子検査は１時間ほどで結果がでるの

で、その結果も含めて医師へ連絡を入れていました。アメ

リカでは遺伝子検査の結果を含めて報告をすることで、ア

ウトカムが改善され、医療費の節約につながっているとい

う論文を読んだことがあり、実際にそれを行っている場面

を見ることができたのはうれしかったです。 

日常の精度管理についても聞

いてみましたが、内部精度管理

は微生物検査室で使用するすべ

ての試薬（感受性検査のディス

クも含む）、培地、分析装置に

ついてきちんと実施されてお

り、それぞれに担当者が決まっ

ていて実施の有無がホワイト

ボードに書かれ、一目で分かる

ようになっていました。実際の

精度管理データも見せていただ

きましたが非常にきれいに作ら

れており、日本に持って帰って

自施設で使いたいと感じるほど

でした。定期的に外部査察があ

り、精度管理をやっているかどうかをチェックされるそう

です。ここまでやると本当に大変かと思いますが、説明を

してくれた技師さんは、「精度管理をやるのは当たり前で

しょ」と言わんばかりに話していました。 

 また、午前中にはディレク

ターが各セクションを回って、

各セクションが抱えている問題

について担当者と議論をしてい

ました。結果確認のために来訪

した小児科の准教授も合流し、

朝からとてもあつい議論を交わ

していました。こうして医師が

身近にいてディスカッションで

きる環境は、とてもうらやまし

く感じました。 
医師とのディスカッション 

精度管理の進捗管理用 

ホワイトボード 
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午後からは呼吸器系材料の培養セクションを見学しまし

た。このセクションは呼吸器系材料に特化した部門です。

日本に比べると耐性菌が多いので、多剤耐性緑膿菌、多剤

耐性アシネトバクターやカルバペネム耐性腸内細菌科細菌

も週１-２回程度は検出されるとのことでした。日本で１つ

の施設でこれだけの頻度で検出されれば、非常に大きな騒

ぎになります。国が変われば菌の様相も変わるということ

を実感しました。患者さんのバックグラウンドは検出菌の

様相にも影響しますので、日米における患者さんのバック

グラウンドの違いが検出菌の違いに結びついているのだと

思います。 
 

【２日目】  
Urine culture section 

 ２日目は尿培養の見学

でした。このセクション

には尿培養の検体が集

まってきます。培地を観

察して、菌の発育があれ

ば、それを同定して、必

要に応じて薬剤感受性試

験を実施する、という流

れは日本とほとんど同じ

でした。見学をしていて

気づいた点の１つに、尿培養の検体のほぼ全てに菌の発育

があったことでした。日本ではここまで生えることはない

ので「なぜか？」と聞いてみたところ、検体を塗抹する前

の段階で塗抹する検体を選別して、無駄な培養検査を削っ

ているためほとんどの培地に菌が生えているということが

分かりました。アメリカの医療保険の関係もあると思いま

すが、きちんと検体を評価して、本当に意味のあると思わ

れる検査だけを実施するというのは非常に素晴らしいと思

います。また、カルバペネマーゼの遺伝子型について尋ね

てみたのですが、KPC、NDMやOXA-48が多いといわれま

した。日本ではKPC型はほとんど出なくて、IMP型が多い

と伝えるととても驚いており、アメリカでは見たことがな

いといわれました。これから日本で上市されると思われる

抗菌薬の感受性検査も見ることができました。こうした国

による違いを実感できるのも本研修の醍醐味であると思い

ます。 

研修の終わりにアメリカの検査技師の学術活動について

聞いてみました。学会にも参加しているようでしたし、参

加しなければいけない勉強会やウェブセミナーもあるそう

です。また、研究論文を書いている技師さんもいるとのこ

とでした。 
 

【３日目】 
Wound culture, Surgical site culture, Anerobic culture and 

Mold section  

 ３日目は３部門で研修をうけました。Wound＝創部です

が、創部に限らずさまざまな材料が対象となります。無菌

的ではない部位から採取された材料は、常在菌の存在が問

題となりますが、実際どのように判定しているのかを聞い

てみました。まずは発育した菌の量を見て考え、それにグ

ラム染色の情報を加味していると言っていました。wound 

cultureのセクションではほぼすべての検体でグラム染色を

行っていました。また、材料ごとに菌を検査する基準が定

まっていて、それも参考にしているとのことでした。検査

基準を定めたマニュアルは、検査材料ごとに細かく基準と

理由が記載されていて、印刷して持ち帰りたいぐらいでし

た。研修初日にも感じたのですが、マニュアルがすごく整

備されていると思います。あらゆる作業工程にきちんとし

たマニュアルが存在していて、それに基づいて新人スタッ

フの教育を行っていました。。日本ではグラム染色から菌

研修中の筆者 

名を推定したりしますが、アメリカでは「培養検査を補完

するもの」という位置付けでした。グラム染色の結果報告

は、非常にシンプルで、菌の形状と量、白血球と上皮細胞

の有無のみを報告しており、推定菌などの報告はつけない

そうです。培養で発育してきた菌がグラム染色と一致して

いるかを確認し、一致しない場合はグラム染色をもう一度

確認して、培養条件などの検討を行うそうです。推定菌を

報告するか否かの違いはありますが、グラム染色の活用方

法は日本と似ていました。 

午後からはMold section （真菌や糸状菌を扱うセクショ

ン）を見学しました。米国でしか検出されない糸状菌や真

菌の話がきけるのではないかと密かに期待していました。

実際にどのような真菌が出ているかを聞いてみると、米国

北部で多い風土病であるBlastmyces属はシカゴでは年に１-

２例は出るそうです。また、同様に米国で多いHistplasma

属も１-２例検出されているそうです。可能であれば実物を

見たかったのですが、今週は検出されていないとのことで

した。昨年、世界中で話題となった真菌にCandida aurisが

ありますが、こちらの施設では今年に入って6例出ていて、

つい先週も検出されたそうです。まだ日本では報告されて

いないので、実際に検出された技師さんから色々と教えて

いただき、教科書等で学ぶ以上にとても勉強になりまし

た。 

アメリカは「人種のサラダボール」と言われるようにさ

まざまな人種の方が暮らしています。それはアメリカの検

査室も同様でした。スタッフのバックグラウンドは多種多

様でした。いろいろな訛りがある英語が飛び交っていて、

日本でいうと日本各

地から集まった人々

が同じ検査室で各地

の方言でそのまま仕

事をしているイメー

ジ で す。マ ネ ー

ジャーが「いろいろ

な国の方が働いてい

て多様性があるか

ら、この検査室は良

い ん だ」と お っ

しゃっていたのは印

象的でした。 
 

【４日目】 
Molecular section and Mycobacteriology section 

午前中はMolecular sectionの見学を行いました。フランス

からも見学者が来ていたので一緒に話を聞きました。

Molecular sectionでは、HCV、HIVとCMV(サイトメガロウ

イルス)のPCRを行っていました。CMVは毎日PCRを行

い、HIVとHCVはそれぞれ週１回ずつ行うとのことでし

た。ウイルスのPCR検査を微生物部門で実施している施設

はシカゴでも少ないとのことでした。日本でも多くの場合

は、生化学検査部門が行っていますし、珍しい業務振り分

けだと感じました。「なぜHBVのPCRをやらないのか？」

を尋ねたところ、HBVのPCRは依頼件数が少ないので外注

検査に出しているとのことでした。そもそもアメリカでは

HBV感染者が少ないとのことでした。「ワクチンが関係し

ているか？」と聞いてみたところ、「おそらくそうだろ

う」と教えてくれました。日本のワクチン行政の遅れを思

わぬところで垣間見ることになりました。LUMC は免疫抑

制状態や移植患者が多いそうで、CMVのPCRは非常に依頼

が多く必須だと教えてくれました。CMVは１日20件以上の

依頼があるそうです。PCR自体はほとんど自動化されてい

て、自動核酸抽出を行ったあと、PCRをかけるという流れ

は日本と変わらなかったです。 

Loyola University Medical Center 

スタッフのみなさん 



（編集後記）早いもので今年のカレンダーも、残すところ１ヶ月となりました。 師走の12月は、まさに字の

如く月日が走り去るように過ぎていきますよね。 この時節になると「あれもこれもしなければいけない 」

と気持ちだけが先走り、心なしか落ち着かないのは私だけでしょうか。 

 来年、７月よりのJAMTマガジン編集長となりマガジンの見かたが変わりました。これからも皆様のお役に

立つ様に企画いたしますので、ご意見、ご要望お願いします。                （綿貫） 
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Molecular sectionに続いて、Mycobacteriologyのセクショ

ンを見学しました。このセクションは抗酸菌を主に担当し

ます。抗酸菌は蛍光染色と培養のみを行い、蛍光染色で陽

性になったり、培養が陽性になって蛍光染色で陽性が確認

されれば、外注検査に送って薬剤感受性検査や詳細な同定

を行うそうです。日本の病院でも抗酸菌検査をすべて院内

で完結している施設は少ないので状況は似ています。取り

扱う抗酸菌検査の数は、一般細菌の検体数からすると少な

いなと感じました。むやみに抗酸菌検査のオーダーがされ

ないというのもありますが、結核患者が少ないというのも

あるそうです。先進国で唯一の中蔓延国となっている日本

とはやや事情が違い、結核に関してはやはり日本の方が検

査体制が充実していると感じました。 

午後は、昨日に引き続きMold sectionで糸状菌の検査を見

せてもらいました。糸状菌にとても詳しかった方が定年退

職され、今はその方が育てた３人の技師さんが頑張ってい

て、後進の育成をしてくれているそうです。こうしたベテ

ランスペシャリストの存在はとても大きいと感じました。 

また、気になっていた精度管理について疑問を解決した

いと思い質問をしました。精度管理のやり方については、

CAP(College of American Pathologist)からガイドラインが出

ているのでそれに沿っているとのことでした。米国では

CAPが全国サーベイを実施し、ラボのほぼ全ての業務に関

して精度管理のサーベイがあるそうです。州レベルでの

サーベイや施設間の比較といったことはないとのことでし

た。微生物部門の精度管理についてはアメリカの方がかな

り進んでいる印象を受けました。日本でも精度管理が法制

化され、精度管理体制を強化していきたいと考えていたの

で、今回の訪問はとても参考になりました。 
 

今回の研修を受けて気づいたのですが、検査室の運営は

日本とかなり違っていると感じました。業務分掌がすごく

進んでいて、資格の有無によってできる業務を制限してお

り、さらにマネージメントクラスは日常業務にはほとんど

携わらず、検査室の運営を主業務としています。さらにそ

れぞれの職位ごとに求められる成果も違います。日米両国

の検査室を見たことで日本の検査室が優れている点もあれ

ば、アメリカの方が優れている点もあることが分かりまし

た。今回の研修で学んだことを活かし、日本の持っている

良い点をさらに伸ばしながら、検査室のレベルの向上に貢

献できればと考えています。 
 

【５日目】 
Visit ASCP office and lunch meeting 

この日はASCPのオフィスを訪問しました。オフィスは

シカゴのダウンタウン中心部の巨大なオフィスビルの16F

にあります。オフィスに到着するとMr. BakerとMs. Angela

が私を迎えてくれ、オフィス内を案内していただいた後、

ASCPの資格保持者の状況などを説明してくれました。最近

はASCPの取得を目指す国が増えてきているそうで、アラブ

首長国連邦やフィリピン、韓国も取得者が増えており、今

後は非常に大きなマーケットになっていくだろうと説明を

してくれました。ASCPの国際版であるASCPiの試験に関す

る資料を見せていただいたので

すが、合格率は平均61%で、低

いものは20％を切っていまし

た。微生物領域はMedical tech-

nologist in Microbiologyと

Specialist in Microbiologyの資格

がありますが、それぞれ46％、

20％となかなか狭き門となって

いました。また、実際にアメリ

カで働くことを想定したお話

も聞かせてくれ、選択肢の１

つとしてそういった働き方もできるんだなと感じました。

国際化に興味のある若手の臨床検査技師さんや学生さんに

はぜひ一度調べてもらいたいと思います。ASCPiの問題集

も見ましたが、英語であることを除けばレベルは専門分野

の認定試験ぐらいかと思います。やはり、国際化に向けて

は英語力とコミュニケーション力が大きな課題になるので

はと感じました。今回感じた疑問や課題は、日本臨床衛生

検査技師会で新たに発足した若手国際化対応力向上ワーキ

ンググループでの活動にフィードバックしていければと考

えています。 
 

最後に  

今回は１人での渡米だったので渡米前はとても不安でし

た。渡米後も研修初日を終えるまでは不安がなかなか拭え

ませんでした。あらゆることを自分1人で調べて、解決して

いかなければいけなかったのですが、そうした経験を通じ

て自分自身の成長を実感できました。日本と米国で国は違

いますが、微生物検査という部分で見れば、ワークフロー

は非常に似ていますし、現場の臨床検査技師に求められる

知識や技術といった部分も同様でした。現場の技師さんも

非常に知識が豊富で、優れた技術を持つ方が多かったで

す。その中でもMedical Laboratory ScientistやSpecialistと呼

ばれる方は、同僚からの相談にのってアドバイスもするな

ど、日本で言えば認定技師にあたるような立ち位置でし

た。ただ、決して日本の臨床検査技師も負けていません。

言葉の壁はありますが、日本の臨床検査技師の方がASCPi

のライセンスを取得して、現地の病院で働くことも十分可

能だと感じました。今後、日本の臨床検査技師のみなさん

が国際舞台に出ていくうえで、現在持っている知識や技術

というのは世界でも通用するものだということが確信でき

ました。今回の短期研修は、私にとってとても貴重な経験

となりました。本研修で学んだことを自施設だけでなく、

技師会活動等を通じて広く還元できればと考えています。 

今回の渡米に際して、留守の間の業務を預かってくれた

職場の方々、渡米前に色々と情報提供をしてくださった

方々、ASCP事務局の方々、日本臨床衛生検査技師会の

方々、そして家族には多大なご協力と支援をいただきまし

た。色々な方の支援があったからこそ、素晴らしい研修を

充実した環境で受けることができたと思います。そうした

方々への感謝で本稿を閉じたいと思います。 

ASCP本部でスタッフの方々と  


