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「精度管理メーカーメンテナンス」について 
 

 当会では、精度管理調査事業を毎年初夏の実施を目標として

展開している。この時点での試薬メーカー並びに機器メーカー

の商品情報は、大凡半年前に実施されている日本医師会精度管

理事業に使用されているデータである。このことは当会会員が

使用する時点では、更に半年前である＜1 年前のデータ＞を使用

することになり、会員が不利益に資することになる。そのため、

極力新しい情報を提供することを目的として、精度管理システ

ム新構築を契機に各賛助会員の協力を要請することとした。 

今回は、試薬マスタメンテナンスを臨床検査試薬販売メーカ

ーの手による＜直接メンテナンス＞を行って頂くこととした。

日臨技は臨床検査試薬販売メーカーに対し、メーカー毎の ID と

パスワードを配布し、日臨技のシステム内に入っていただく。

その後、Web 上で試薬名称をはじめとする試薬情報登録内容の

変更をリアルタイムに行っていただくことになる。 

このことは従来まで精度管理実施手引書等の変更をその都度

行うことがなくなるとともに、何より最も新しい情報をもとに

精度管理事業に参加することができるという会員・メーカーに

とって有益な手段となることはいうまでもない。 

******************************************************* 

まず初期登録手順について(システム開始初年度のみ)の説明

を行った。 

手順 1 連絡責任者登録 

◆各メーカーより管理・連絡責任者 2 名、企業名、住所、所属、

電話番号、メールアドレスを当会へ申請 

◆当会システム担当者が管理・連絡責任者をシステムに登録 

◆初期登録後、変更などは各メーカーがメンテナンス用 Web サ

イトで行う 

手順 2 試薬情報提出 

◆各メーカーの管理・連絡責任者より、項目名と試薬名を Excel

ファイルで当会へ提出 

◆当会システム担当者が試薬名をシステムへ登録 

手順 3 メンテナンス用 Web サイトの公開 

◆当会より、各メーカーの管理・連絡責任者にメーカーID、ロ

グインパスワード、メンテナンス用 Web サイトアドレスを通知 

手順 4 試薬マスター詳細登録 

◆各メーカーは、メンテナンス用 Web サイトにメーカーID、パ

スワードでログインし、試薬名以外(測定原理、標準品の由来、

標準品臓器、抗体の動物種)の情報を入力                     

次に、試薬マスタメンテナンスの手順について説明した。 

＊ 試薬マスタメンテナンス専用のサイトを用意 

＊ 試薬マスタメンテナンスの管理は、検査試薬販売メーカー

に依頼する 

＊ 試薬マスタメンテナンス専用サイトにアクセスし、検査試

薬販売メーカーコードとパスワードで管理画面に入る 

＊ 日臨技臨床検査精度管理調査の対象項目のみを管理し、自

社販売試薬の新規追加、変更、削除を行う 

また、管理する各分野の試薬マスターの対象項目は以下のと

おりとした。 

◇臨床化学分野では、  

グルコース、総ビリルビン、直接ビリルビン、カルシウム、

無機リン、鉄、マグネシウム、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、

クレアチニン、尿酸、総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレ

ステロール、LDL-コレステロール、AST、ALT、ALP、LD、

CK、γ-GT、AMY、コリンエステラーゼ、尿グルコース定量、

尿蛋白定量、尿クレアチニン、ヘモグロビン A1C、CRP とし、

必要な情報は、測定項目、試薬名、測定原理(方法)、販売・製造

メーカーとした。 

◇免疫・血清分野では、 

フェリチン、AFP、免疫グロブリン(IgG、IgA、IgM)、HBS

抗原定性・定量、HCV 抗体定性・定量、梅毒 TP 抗体定性・定

量、PSA、CEA、β-M とし、必要な情報は、測定項目、試薬名、

測定原理(方法)、販売・製造メーカー、標準品の由来、標準品臓

器、抗体の動物種とした。 

◇微生物分野では、 

塗抹、同定、感受性とし、必要な情報は、測定項目(塗抹、同

定、感受性など)、試薬名、測定原理(方法・システム)、販売・

製造メーカーとした。 

◇血液分野では、 

対象項目(23 年度項目追加の可能性あり)は、プロトロンビン

時間、活性化部分トロンボプラスチン時間、フィブリノーゲン

量とし、必要な情報は、 測定項目、試薬名、測定原理（方法）、

販売・製造メーカーとした。        【小栗孝志】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

去る、11 月 12 日(金)大森東急インにおいて、当会としては初めての事業説明会を開催した。この説明会は当会賛助

会員および関連企業を対象とした事業説明会として、午前、午後の 2 回行った。今回は、特に当会が行う精度保障事業

に関連した新システムの構築、来年度以降の医学検査学会・展示会や新たに公益性を睨んでリニューアルしたホームペ

ージについての説明を行った。ここでは、精度管理調査の更なる充実を目指したシステムとして新たに構築するメーカ

ーメンテナンスについて記載する。 

 

  

 

 

◆ 今月号の主要記事 ◆ 
1P 賛助会員・関連企業事業説明会－① 

2P 会費納入のお知らせ＜新方式登録者数＞・技師法改正案－① 

3P 技師法改正案－②・臨床検査技師不祥事・コレラ流行 

4P 街角ラボ in 香川・第 2 回チーム医療 WG 報告－① 

5P 同－②・看護業務実態調査アンケートに回答 

6P 都道府県公益事業－①  

7P 同－② 

8P 読売新聞掲載記事－① 

9P 同－② 

10P   理事投稿 

11P   会員投稿 

12P   お知らせコーナー・編集後記 P 01 
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P 03 

 

No 所 属  会員数   登録数   登録率  

1 北海道         2,845          2,266          79.6  

2 青森県            575             492          85.6  

3 岩手県            539             411          76.3  

4 宮城県            913             705          77.2  

5 秋田県            603             490          81.3  

6 山形県            567             472          83.2  

7 福島県            998             858          86.0  

15 新潟県         1,220             986          80.8  

8 茨城県         1,008             811          80.5  

9 栃木県            803             689          85.8  

10 群馬県            856             720          84.1  

11 埼玉県         2,114          1,688          79.8  

12 千葉県         1,579          1,220          77.3  

13 東京都         4,039          2,790          69.1  

14 神奈川県         2,693          2,021          75.0  

19 山梨県            403             330          81.9  

20 長野県         1,158          1,002          86.5  

16 富山県            533             440          82.6  

17 石川県            640             502          78.4  

21 岐阜県            688             537          78.1  

22 静岡県         1,448          1,196          82.6  

23 愛知県         2,576          2,101          81.6  

24 三重県            612             510          83.3  

18 福井県            369             304          82.4  

25 滋賀県            543             389          71.6  

26 京都府            948             661          69.7  

27 大阪府         3,022          2,229          73.8  

28 兵庫県         1,963          1,172          59.7  

29 奈良県            541             368          68.0  

30 和歌山県            343             283          82.5  

31 鳥取県            302             258          85.4  

32 島根県            427             337          78.9  

33 岡山県         1,149             958          83.4  

34 広島県         1,472          1,254          85.2  

35 山口県            711             595          83.7  

36 徳島県            379             319          84.2  

37 香川県            555             470          84.7  

38 愛媛県            705             568          80.6  

39 高知県            577             446          77.3  

40 福岡県         2,630          2,122          80.7  

41 佐賀県            285             213          74.7  

42 長崎県            704             558          79.3  

43 熊本県            923             754          81.7  

44 大分県            643             501          77.9  

45 宮崎県            362             305          84.3  

46 鹿児島県            454             330          72.7  

47 沖縄県            588             427          72.6  

その他  -             161   －  

<合計>   50,005    39,219       78.4  

 

 

 

 

 

 

地  区  会員数   登録数   登録率  

1 北海道             2,845              2,266  79.6 

2 東北             5,415              4,414  81.5 

3 関東甲信           14,653            11,271  76.9 

4 中部             6,497              5,286  81.4 

5 近畿             7,729              5,406  69.9 

6 中国             4,061              3,402  83.8 

7 四国             2,216              1,803  81.4 

8 九州             6,589              5,210  79.1 

   不明 -                161  - 

計       50,005        39,219  78.4 

 
 

会費納入新方式への登録はお済ですか 
 

当会は、数年来の検討事項＜総会決議事項＞でありました「会費納入

新方式」へ切り替わります。登録締め切りは過ぎましたが、案内を読ま

れていない方が多いと思われます。登録が済んでいない方は、今からで

も結構ですので、至急登録されることをお願いします。 

 尚、同じく総会で承認された「会員証のカード化」については、継続

事項となりますので、ご了承下さい。準備の出来次第ご案内します。 

 左表に平成 22 年 11 月 15 日現在の都道府県別登録者数を、また、上

表に地区別登録者数を示します。尚、左表の＜その他 161 名＞、上表＜

不明 161 名＞は、所属都道府県名が不明の方です。後日、確認させてい

ただきます。登録について周囲の方へのお声かけにご協力下さい。 

                          【金子健史】 

厚生労働省 

「医療法施行規則」及び「臨床検査技師等に関する法

律施行規則」改正案提示･･･ 
 

厚生労働省は、平成 22 年 11 月 15 日、「医療法施行規則」及び「臨床

検査技師等に関する法律施行規則」のうち、衛生検査所関係についての

改正案を提示し、パブリックコメントを求めている。 

 厚生労働省ホームページ「パブリックコメント」により確認できます。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495 
 

これによる改正案＜概要＞は以下のとおりであります。 

**************************************************************** 

臨床検査技師等に関する法律施行規則及び医療法施行規則の一部を改正

する省令(案)について＜概要＞ 

１ 改正の概要 

1) 臨床検査技師等に関する法律施行規則について 

 衛生検査所の登録基準については、臨床検査技師等に関する法律施行

規則(昭和 33 年厚生省令第 24 号)において、具体的な基準を定めており、

当該基準の 1 つとして衛生検査所が行う検査毎に必置の検査用機械器具

が規定されているところ。今般、当該基準について、検査技術等の進歩

等に伴い、衛生検査所における検体検査業務が大きく変化していること

を踏まえ、所要の改正を行う。 

2) 医療法施行規則について 

 医療機関の施設で検体検査の業務を受託する者については、医療法施

行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)において、具体的な要件を定めてお

り、当該要件の１つとして受託する検査毎に必置の検査用機械器具が規

定されているところ。今般、当該要件について、近年医療機関における

検体検査の業務が大きく変化している状況を踏まえ、所要の改正を行う。 
２ 主な改正内容 

◆  医療の進歩に伴い、検査の内容が高度化・細分化 

していることを踏まえ、以下のとおり、現行の検査分 

類の下に２次分類を追加する。                       以下 次ページ P 02 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495
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 10 月 26 日、11 月 13 日と相次いで、臨

床検査技師の行為が報道された。 

 一つは、緊急呼び出しに備え、自宅で

待機中に飲酒し、正常に勤務出来る状態

ではなかったとして懲戒処分(戒告)され

たもの＜52 歳男性＞。当該病院の要領に

は「緊急呼出しを受けた際、正常に職務

を遂行できる体勢を保持しなければなら

ない」とあり、これに違反したものとさ

れる。もう一つは、携帯電話のゲームサ 

イトで知り合った14歳の女 

子中学生に、自宅で＜わい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せつ＞な行為をしたとして“青少年健全

育成条例”違反の疑いで逮捕されたもの

＜22 歳男性＞。調べに対し、本人は「未

成年と知っていた」として、容疑を認め

ているという。 

この事例は両者とも当会会員ではない

が、会員でなければ良いということで片

づけてはならないことである。 

以前から、海外における事故等に関す

る報道で「･･･幸い日本人は含まれていな

い･･･」のコメントがどれほど日本の信用

と信頼感を傷つけてきたかを考えなけれ

ばならない。 

このような事例では、会員の場合は「自

己都合」として退会届が出され、受理す

るケースが殆どであったが、「本来、退会

届を受理してはならず、組織としては定

款に沿った処分をすべき。普段から“身

分の確立”を目標として活動している組

織のはず。会員という前に臨床検査技師

として考えるべきではないか。裁判員制

度も始まっており、“死刑”という判断に

迫られる立場にもある。会報によると倫

理委員会を設置したとあるが、執行部と

しては、毅然とした態度で臨んで欲しい。

絵に描いた餅で終わらせては今の内閣と

同じではないか。」という同世代からの意

見も寄せられている。  【髙田鉃也】 

*********************************** 

社団法人日本臨床衛生検査技師会 

倫 理 綱 領 

一、会員は、臨床検査の担い手として、

国民の医療及び公衆衛生の向上に貢献

する。 

一、会員は、学術の研鑚に励み、高い専

門性を維持することに努める。 

一、会員は、適切な臨床検査情報の提供

と管理に努め、人権の尊重に徹する。 

一、会員は、医療人として、医療従事者

相互の調和に努め、社会福祉に貢献す

る。 

一、会員は、組織人として、会の発展と

豊かな人間性の涵養に努め、国民の信

望を高める。 

************************************ 

 

 

 

 

 報道によると、日本赤十字社の医療チ

ームが、ハイチへ向け出発した。 

 20 万人以上が死亡したとされるハイチ

の大地震から半年以上が経過している。

一般的には平常に戻っているといわれて

いるが、首都ポルトープランスには国民

の約 1／4 が居住しており、そのポルトー

プランスにコレラの感染が広がりつつあ

ることから、今回の派遣となった。 

 チームは医師、看護師、助産師、臨床

検査技師等で構成されており、これから 3

か月の活動に入る予定。 

今回派遣された臨床検査技師は、当会

会員であり、海外研修員への技術移転を

はじめとする国際活動・緊急援助などに

貢献されてきた。検査技術は勿論、チー

ムの管理要員(業務調整、調査等)として、

スーダン、ジンバブエ、中国等の災害救

急援助に派遣されていた。 

 災害時には、この業務調整が重要であ

ることが言われており、新潟の地震災害

においても大きな成果があげられている。

報道によると、「現地は非常に厳しい状況

だが、一人でも多くの患者の命を救い、

感染の拡大を防止するため頑張りたい。」

とコメントしている。 

活動の詳細については、帰国後に語っ

ていただく予定としている。 

            【髙田鉃也】 

・微生物学的検査 

⇒ 細菌培養同定検査、薬剤感受性検査、病原体遺伝子検査 

・血清学的検査 

⇒ 血清学検査、免疫学検査 

・血液学的検査 

⇒ 血球算定検査、血液像検査、出血・凝固検査、細胞性免疫検査、染色体検査、体細 

胞遺伝子検査、生殖細胞系列遺伝子検査 

・病理学的検査 

⇒ 一般病理学的検査、細胞診検査、免疫組織化学検査、分子病理学的検査、体細胞遺 

伝子検査 

・生化学的検査 

⇒ 生化学検査、尿・糞便等一般検査 

◆ 検査分類の追加に合わせて、検査毎に必置の検査用機械器具を見直した。 

３ 根拠規定 

 臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第 20 条の 3 第 2 項及び医療法

(昭和 23 年法律第 205 号)第 15 条の 2 

４ 参考 

 また、今回の省令改正に併せ、地方自治体の指導監督の基準となる「衛生検査所指

導要領」（「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令の施行について」（昭和 61 年 4 月 15 日健政発第 262 号）の別添）についても見直

す。 

５ 施行日 

 平成 23 年 4 月 1 日（予定） 

**************************************************************************** 

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行

について」の中で、第三章 登録及び指導監督基準 第七節外部精度管理調査への参

加に関する事項において、 

「都道府県、社団法人日本医師会等が行う外部精度管理調査に年一回以上は参加する

こと。」が、 

「都道府県、社団法人日本医師会、社団法人日本臨床衛生検査技師会等が行う外部精

度管理調査に年一回以上は参加すること。」に改正され、 

「社団法人日本臨床衛生検査技師会」が挿入されます。 

また、衛生検査所業務における「衛生検査技師」の名称が抹消され、全て「臨床検

査技師」となります。 

長年にわたる要望である「職名及び会名の挿入」が一部認められたことになります。 

このことは、「日本臨床衛生検査技師会精度管理調査」が評価されたこと、更に、厚

生労働省に臨床検査技師が配属されたことによる大きな成果と受け止められます。今

後の職能団体としての、当会活動に大きな励みとなることに間違いありません。 

 しかし、そのためには、「医療職としての責任の重さ」を真摯に受け止め、国民のた

めの臨床検査業務を遂行するという「更なる覚悟」を確固たるものにしなければなり

ません。最近、新聞紙上をにぎわす不祥事を一掃し、綱紀粛正に留意し、医療安全対

策を万全なものとしなければなりません。 

 今、当会は大きな変革をとげようとしています。医療安全対策の観点から、会の責

任の一端として「臨床検査技師賠償責任保険」の全員加入を進めておりますが、今後、

更に様々な提案がなされることとなります。会員の皆様には「互助精神」更には「自

助自立」の精神で望まれることを期待します。         【髙田鉃也】 
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臨床検査技師の不祥事続く 
 

 

臨床検査技師 

コレラ流行のハイチへ･･･ 
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去る 11 月 19 日(金)厚生労働省会議室

において第 2 回のチーム医療推進方策検

討 WG が開催された。 

この会合は前回の会報 JAMT にも掲載 

した通り、厚生労働省の中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に設けられたチーム医療推進会議の下部

組織となっている。 

前回の初会合では、(1)同 WG における

検討の方向性、(2)チーム医療の推進方策

を検討する際の視点、(3)ガイドラインに

盛り込むべき内容について議論を行った。 

今回のチーム医療推進方策検討 WG で

は、チーム医療の現状や課題などについ

て、近森正幸委員(近森病院院長)、栗原正

紀委員(長崎リハビリテーション病院理事

長)、徳田禎久委員(社会医療法人禎心会理

事長)、川越厚委員(クリニック川越院長)

の 4 人の委員からヒアリングを行った。 

ヒアリングで浮び上がったのは、患者

の高齢化に伴い、栄養管理やリハビリ、

口腔ケアなど、原疾患の治療に加えて

様々なかかわりが必要であること、また

病棟専従のコメディカルの配置が必要で

あるという点だ。 

近森委員は、栄養サポートチーム(NST)

で有名な近森病院の現状を紹介。今年度

の診療報酬改定では NST 加算(200 点、週

1 回算定)が新設されたが、6 チームの NST

を有する同病院(338 床)では、10 月までに

約 1,045 万円(算定件数 5,226 件)の算定額

にとどまった。これについて近森委員は、

「一生懸命やっても、月に 150 万円ぐら

いにしかならない」とし、管理栄養士の

技術料が人件費を大きく下回っているこ

とから、「病院としては、スタッフを増

やすという意思決定がなかなかできな

い。病棟配属されたサポート部隊に点数

を付けなければ、日本の医療はいつまで

たっても進展しないのではないか」との

危機感を示し、「医療の質を高めるには、

十分なマンパワーと業務の標準化が必要

であり、コメディカルは病棟配置が求め

られる。リハビリは診療報酬上で技術評

価されているが、薬剤師、栄養士、臨床

工学技士などの“サポート部隊”は技術

評価が難しい。病棟に配置したスタッフ

数などで点数を算定できる仕組みが必

要。それが可能になれば、日本の病棟は

様変わりする」と指摘した。 

一方、栗原委員は、高齢化に伴う疾病

構造の変化などで寝たきりの高齢者が増

加し、高度な治療が患者の生活に直接つ

ながらなくなったと説明。効率的な医療

技術の提供で医療の質の向上を図るため、

急性期、回復期、維持期と、治療のステ

ージごとに異なるチーム医療の必要性を

示した。また、その基本要素として、他

職種を理解し、その知識と能力を信頼す

るためのコミュニケーションと情報の共

有化、そして各専門職をチーム全体の目

標に結び付けるマネジメントを挙げ、こ

れらに関する早期教育も重要とした。 

全日本病院協会の「病院のあり方委員

会」で委員長を務める徳田委員は、この

日提出した資料の中で「現時点での特定

看護師の養成には明確に反対する」との

見解を示し、看護教育見直しの中で全体

の底上げを図るよう求めた。 

 今後、国が取るべき施策として徳田委

員は、急性期から在宅医療までのモデル

ケースを設定した上で、そこから二次医

療圏別にチーム医療を担う職種の必要数

を算出し、適正配備する方法を確立する

ことを提案。一定数の医療機関で各職種

の人数が充足するまでの間、厚労省の研

究班が行った看護業務実態調査の対象行

為を禁止しないよう求めた。さらに、仮
P 04 

 

 
 

平成 22 年 11 月 21 日(日)に、社団法人日本臨床衛生検査技師会パイロット事業とし

て、香川県臨床検査技師会が担当し、「街角ラボ in 香川」を香川県高松市に開店いたし

ました。 

開店にあたり、来賓として、日本臨床衛生検査技師会髙田鉃也会長、ケアプロ株式

会社川添高志代表取締役、日本臨床衛生検査技師会土居修理事、香川県臨床検査技師

会 OB 鏡原博文氏をお招きし、オープンセレモニーを挙行出来たことは香川県臨床検

査技師会として最高の幸せと感じております。 

本年 5 月から準備をはじめ 11 月に開店するまでには、決定しなければならない事項

が数多くあり、内心間に合うかどうか心配ではありましたが、良き日に来賓の方々並

びにご協力いただいたメーカー様と共に喜びを分かち合えたことは重ねて幸せであり

ます。 

「街角ラボ in 香川」は、立地 

条件の良いコトデン電鉄ター 

ミナルビル天満屋高松店 9 階 

に店舗を構えました。コトデ 

ン株式会社は、9 階を医療モ 

ールとして展開していきたい 

願望があり、街角ラボの設立 

趣旨および内容をお話しした 

ところ是非ご協力したいと言 

っていただきました。現況で       テープカット 中央は野村会長 

も 9 階内には、眼科クリニックや美容整形などの診療所もあり将来期待できる場所で

あると確信しましたのでお借りすることにしました。 

8.5 坪と言う狭さですのでオープンスペースとし、清潔感のあるホワイトカウンター

を特注し、ホワイトをベースにディスプレーを考えました。 

街角ラボは、まだ出発点です。これからも越えなければならない壁が待ち構えてい

ます。是非とも末永くご尽力、ご協力賜わりますよう宜しくお願いいたします。 

【香川県臨床検査技師会会長 野村努】 
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第 2 回 チーム医療推進方策
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に特定看護師（仮称）の養成を進める場

合、他職種のレベルアップも重要とし、

特定看護師の「他職種版」の創設も同時

に検討すべきとした。 

 徳田委員はまた、同委が昨年 8 月、全

日病の会員病院を対象に実施した業務分

担に関するアンケートの集計結果を説

明。一般病床、ケアミックス型、療養病

床の事務管理者と看護管理者にそれぞ

れ、現在行っている業務と今後行うべき

業務の実施者を聞いたところ、「看護師」

との回答の割合は全項目で事務管理者が

看護管理者を上回ったとした。 

 開業医の立場から在宅医療について説

明した川越委員は、末期がん患者など急

性期の患者を対象とした在宅ケアの重要

度が増している現状を指摘。質の高い急

性期型の在宅緩和ケアを実現するため、

一定の施設基準をクリアしたチーム(拠点

診療所)を認定し、それを全国に広げるこ

とを提案した。 

 これらのヒアリングに大半の時間を要

した今回の会合では、質疑検討を行う余

地は全くなかった。 

しかし、座長の配慮にて 10 分程度の延

長の中で、高本委員(三井記念病院院長)

が質問に立ち、「川越委員の発言からは

特定看護師は必要ないと受け取られるよ

うな内容であったが、私の臨床(心臓外科)

の経験では、有能な臨床工学技士の存在

によって医師の力量が相当量補われてい

る。医師が何でもかんでも行うことには

無理があり、必要な職種ならつくること

も考えては如何だろうか。」と発言した。 

 これに対し、川越委員は、「特定看護

師をつくったとして、それがどのように

働き、何のためにあるのかということを

考えると、今の段階では必要ないし、医

者が頑張ればいいというところがある。

現場は特に困っていない」と新職種の必

要性を否定した。 

また徳田委員は、「認定・専門看護師

の活用が不十分な点などを指摘し、(特定

看護師が)駄目だということではないが、

慎重に検討しなければならない」と強調

した。他の委員からの発言はなかった。

日本臨床衛生検査技師会からの発言もな

かった。 

 この内容をみるように「チーム医療」

を御旗として開催されている本 WG の協

議内容は、特定看護師の是非問題が協議

の中心となっている。チーム医療を考え

るときに官僚主導で進められている特定

看護師問題は今の医療問題を考えると避

けて通れない問題である。 

折しもこの WG の翌日、11 月 20 日から

22 日まで聖路加看護大学(東京都中央区)

で、看護職の役割拡大とステータスの向

上をテーマにした「日中韓看護学会」が

開催された。同学会は日本看護協会(日看

協、久常節子会長)、中国の看護協会に当

たる「中華護理学会」、韓国の「大韓看

護協会」の 3 団体による共催で、昨年夏

から今回が 2 回目となる。 

この中で、久常会長は旧厚生省、厚生

労働省の看護課長だった当時を振り返

り、「(日看協を)非常におとなしい団体だ

と思っていた」と明かし、5 年半前に自身

が会長に就任して以降、政策提言に力を

入れている実績を強調した。 

また、看護業務の役割拡大については、

現在の看護職の業務範囲を拡大するとと

もに、保助看法上の「診療の補助」を超

える医行為を担う新たな職種として、特

定看護師の制度・法制化を求める意向を

改めて示している。 

このように風は看護業務拡大へ、換言

すれば准医師のような存在を目指し加速

的に進んでいる。 

一方、チーム医療推進会議のメンバー

である北村喜明氏(日本放射線技師会理

事)が会長を務める医療専門職の 15 団体

でつくるチーム医療推進協議会は11月17

日、チーム医療検討 WG の会合を開き、

中間取りまとめを 12月に開かれる厚生労

働省のチーム医療推進方策検討 WG の会

合で示すことで合意している。 

中間取りまとめは、現場でのチーム医

療の現状や課題を治療過程の時系列順に

表したものとし、それぞれの場面で各医

療専門職から上がった意見をまとめる方

針だ。取りまとめは、▽がん▽心筋梗塞

▽糖尿病▽脳卒中－の 4 疾病に限定し、

それぞれについて行うとしている。 

また同協議会は、各医療専門職のマン

パワーなど現状の数字をまとめたデータ

を加えて、来年 1 月に開かれるチーム医

療推進方策検討 WG の会合で最終版とし

て示す方針。 

同協議会は、同 WG がチーム医療の指

針となるガイドラインの策定について議

論していることから、チーム医療につい

ての団体としての見解を厚労省に提示す

る方針を示している。 

山口徹同 WG 座長も、次回のチーム医

療推進方策 WG で、更に多くの委員から

ヒアリングを聞き議事を深めていきたい

としている。当会としてもこの機を逃さ

ぬようにしなければならない。 

【小沼利光】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 看護業務実態調査の結果(別紙 p.1～

4)で、今後、看護師が実施可能と回答が

あった業務・行為について、どのように

お考えですか。 

＜回答＞ 医行為と診療の補助行為と多

分にオーバーラップしている。看護師に

とって、医療現場で医師の側に立ち、共

に行う医行為が必要になることは理解で

きる。当然のことながら、相応な教育を

行い知識、研修を行うことは勿論のこと、

他の国家資格を有する医療職種との間と

も職域が重なることも考えられることか

ら、とりわけ「実施の決定」と「結果の

評価」については各職域と十分に協議の

うえ慎重に進めていただきたいと考える。 

Q2 看護業務実態調査の結果(別紙 p.5)で、

現在看護師が行っている業務・行為のう

ち、看護師以外の職種による実施が適当

との回答があった業務・行為について、

どのようにお考えですか。 

＜回答＞ 臨床検査技師に関わる事項と

して、「3．採血」については採血管の種

類、分量など目的並びに方法を熟知した

臨床検査技師が行うことが望ましいと考

える。「5．検査やリハビリの送迎」につ

いては、患者の状態によるが、患者情報

を知りえる病院スタッフであれば必ずし

も医師、看護師でなくてもよいと考える。

「10．説明」について、検査にかかわる

説明であれば臨床検査技師が説明するこ

とが望ましいと考える。その他の事項に

ついては、薬に関する事項であれば、そ

の分野に最も知識を有する薬剤師が、ま

た、特別な知識や技術を必要としない行

為であれば、特定の医療資格を有しない

ものであってもその実施を拒むものでは

ないと考える。 

Q3 チーム医療の推進の観点から、医師・

看護師と分担・連携することができる業

務(今後実施が可能と考えられる業務を

含む)等についてご記入ください。 

当会並びに学会を通じ、臨床検査技師

国家資格取得者を対象に、一定の縛りを

設け認定制度を実施している。この認定

制度を取得した臨床検査技師は、検査を

行うことはもちろんのこと「検査実施の

判断」と「検査結果の評価」について理

解できると考える。さらに、設問中に感

染症、微生物、真菌症検査の「実施」、「決

定」、「評価」と項目が挙げられているが、 

こ れ ら も 単 に POCT(Point of care 

testing)によるものから高度の知識と専

門的技術を有する範疇のものまで含まれ

ていること特記したい。換言すればそれ

相応の教育と研修を受けたものが行うべ

きであろう。  【小沼利光】 
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厚生労働省医政局看護課看護サ

ービス推進室「看護業務実態調

査」アンケートに回答 ! 
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自己診断を啓発 ! 
 10 月 23 日(土)、イオン小山ショッピン

グセンターにおいて、県南健康福祉セン

ターとの共催による健康づくり・生活習

慣病予防イベントに参加しました。その

他の協力団体としては、保健衛生事業

団・食生活改善推進団体連絡協議会・栄

養士会・薬剤師会等でありました。 

   
普及啓発の内容としては、パネル表示

による乳がんの予防(病気の知識・自己検

診法等)、ピンクリボン事業の普及啓発(ピ

ンクリボンツリー作成)、自己検診の勧め

(保健師による触診指導)、食生活・栄養・

禁煙対策・薬のこと等の総合的な相談、

健康に関するアンケート調査、運動指導

士による椅子でできる効果的な運動の実

践であり、効果としては、乳がんの知識

の向上、触診体験と方法の習得、健康な

毎日の食事バランスと運動の必要性への

理解が考えられます。  【吉田博光】 

 

 

 

  自分で意識しよう乳がん! 
 10 月 31 日(日)、那覇市立病院において

乳腺外科医師による“自分で意識しよう

乳がん－最近の知見をふまえた乳がんの

はなし－”として、乳がん治療の最近の

動向を解説した。 

また、“乳がんを見つける検査”として、

マンモグラフィー、超音波、細胞診検査

を、放射線技師、超音波検査士、細胞検

査士の立場で検査の利点や欠点を一般参

加者にわかりやすく説明した。 

  
 さらに、パネル展として、各分野にお

ける検査の実際を、写真などを用いて紹

介した。模型を用いての触診体験や病理 

      標本の鏡顕を行い解説した。 

 

講演では、早期発見の重要性を、パネル

展においては技師が直接話せる良い機会

であり認知度の向上につながったものと

確信する。【瀬戸 司】 

 

 

 

スマイルウォーク ! 
 ピンクリボンフェスティバル 2010 in 仙

台のメンバーとして、9 月 26 日(日)に街

頭キャンペーンを、10 月 30 日(土)に市民

広場を発着点としたスマイルウォークに

参加しました。街頭キャンペーンではオ

ープンセレモニーに続き、啓発グッズを

配布しましたが、乳がんに対する関心の

高さに驚かせられました。スマイルウォ

ークは 5kmと 10kmのウォーキングをし

ながら皆さんに啓発活動を行いました。

先頭には山田邦子さんが立ち、乳がん早

期発見のための重要性を訴えられ、自ら

体験した啓発であるため効果は十分にあ

ったと思われました。 【薄井千世美】 

   
 

 

 

      触診体験で啓発 ! 
 10 月 30 日(土)、県民交流会館パレアに

おいて平成22年度熊本市民健康フェステ

ィバルに参加し、啓発活動を行いました。 

乳がんモデルを用い乳がんの“しこり”

の触診体験をはじめ、DVD にて自己検診

の方法を公開しました。乳がん患者の増

加のためか、興味を示される方が多く、

昨年の 237 名から今年は 283 名の来場者

があり、年齢層もずいぶんと若くなって

おりました。     【中潟順子】 

   
 

 

 

 

ﾌﾞﾚｽﾄｹｱ・ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

             in 広島 
 広島ビッグアーチにおいて、10 月 24

日(日)ブレストケア・ピンクリボンキャン

ペーン in 広島に参加しました。当日は技

師会ブースに 5 連顕微鏡を設置し“がん

細胞を見てみよう”をキャッチフレーズ

として、がん細胞を見ていただき乳がん

検査に臨床検査技師が如何に関わってい

るかを PR しました。 

当日はあいにくの雨のため顕微鏡を覗

いた人は若干尐なかったが、乳がん検診

の重要性は十分伝わったものと思われま

す。         【竹本幸夫】 

   
 

 

 

ﾋﾟﾝｸﾘﾎﾞﾝ運動で啓発 ! 
 10 月 30 日(日)、ベルナード観光通りに

おいて、乳がんや乳がん検診の重要性の

理解を深めていただくために、「日本乳が

んピンクリビン運動－J.POSH」が作製し

た乳がん検診啓発リーフレットやポケッ

トティシュ、あぶらとり紙を市民に配布

しました。 

これによって、乳がん検診の重要性を

十分理解していただいたものと思われま

す。また、我々臨床検査技師会のアピー

ルならびに認知度向上にも貢献できたも

のと思います。 

            【森内拓治】 

   
 

 

 

      良く知ろう乳がん! 
 北九州市総合福祉センターにおいて、

10 月 16 日(土)「乳がんのことをもっと良

く知ろう」をテーマに、市民公開講演会

を行いました。 

何がわかるの？マンモグラフィー、何

がわかるの？乳房超音波、乳がんの現状

と治療最前線－をお話しました。 

乳がんは、ただひとつ“セルフチェッ

ク”で見つけることのできるがんであり、

乳がん検診の重要性を啓発しましたが、

当日は若い参加者が多くセルフチェック

の手軽さを実感していただけたものと思

います。       【外山洋子】 

都道府県技師会 公益事業 
この事業は、国民を対象とした公衆

衛生思想並びに臨床検査の普及啓発

活動です。各県の報告にもとづき、紹

介します。 
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   野菜や果物で乳がん予防! 
 10 月 2 日(土)、イオン盛岡ショッピン

グセンターにおいて市民公開講演会と乳

がんしこりモデルを用いて多くの方に体

験していただきました。 

 乳がん触知ファントムでの体験は一番

の人気コーナーとなり、検診の重要性が

わかっていただけたと思います。 

 講演は、シニアソムリエの小原薫氏に

よる「野菜・果物で毎日が“がん予防 day”」

を出前調理による目と耳と口で感じるも

のとなりました。    【櫛引久美】 

  
 

 

 

      ﾊﾟﾈﾙと触診で啓発! 
 9 月 26 日(日)、米沢サティにおいて乳

がん予防臨床検査展を開催しました。 

 パネルでは、がんの解説やがん予防の

ポイントを、また、乳がんモデルによる

触診体験をしていただきました。 

 当日は、1,000 人以上の方が来場され、

「私たちの願い山形県民－欠かさず検診

がん予防」のシール付きの花の球根や子

どもたちへは風船細工を配布し、臨床検

査や検査技師のアピールにも有意義な催

しでした。      【山田敏弘】 

  
 

 

 

 

  あなたの命を守るために ! 
 10 月 31 日(日)、秋田市民交流プラザに

おいて、「乳がんからあなたの命を守るた

めに」と題して、アグネスや山田邦子の

体験 DVD を放映し、また、自己触診モデ

ルを使用した触診方法の研修を行いまし

た。前日行われたピンクリボンキャンペ

ーンにも参加し、高校生にはじまり 60 代

の皆様にも、乳がん予防を啓発出来まし

た。        【阿部 毅】 

  
 

 

 

       ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ 愛媛 ! 
 松山市城山公園ふれあい交流広場にお

いて、10 月 9 日(土)～10 日(日)にリレー

フォーライフ 2010 in 愛媛に参加しまし

た。参加した団体が昼夜交代で歩き、命

のリレーとしてタスキをつなぐ催しです。

がん患者、家族、市民が時間を共有し、

一体なって共に考え、支えあうという素

晴らしいイベントをとおし、臨床検査技

師が日夜がん予防に貢献している姿を見

ていただきました。  【佐々木吉寛】 

  
 

 

 

       ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ 高知 ! 

 10 月 2 日(土)～3 日(日)に、リレーフォ

ーライフ in 高知 2010 に参加しました。

24 時間を 1 時間交替で歩きとおし、検査

説明のリーフレットを配布し、患者、家

族、市民の皆さんと共に時間を共有した

ことは良い経験となりました。 

 二日目の朝は豪雨となり、終了時間が

多尐早まったことは残念であったが、今

後、更に続ける意義を感じました。 

           【西森美佐子】 

  
 

 

各県技師会公益活動は、以下次号･･･ 

 
＜公益関連記事は 11 月 29 日現在で記載＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 読売新聞紙上に、臨床検査の重要性＜

11 月 24 日朝刊＞、HIV 感染予防＜12 月

1 日＞に関する啓発文を掲載した。 

「臨床検査の重要性」では、“あなたのこ

とをいちばん理解できるのは恋人でも親

でもなく臨床検査です”を、「HIV 感染予

防」では、“今日のあなたに一番知ってほ

しい話をします”をそれぞれキャッチコ

ピーとした。 

 これに対して、すぐさま読者からの反

応があり事務所に電話をいただいた。 

「現在、治療を受けているが、今後のこ

とが心配だ。いろいろ相談したいので病

院を紹介できないか？」 

「親でもなく恋人でもなく･･･親身に相

談にのって欲しい。家族から疎外されて

いるので･･･」等などであった。 

 一方、「この文章は違和感がある。“あ

なたの体のことを”、“一番警告できるの

は”ならわかるが？検査の数値で判断で

きることだけが人への理解にはなりえな

い。理解には他人の気持ちや立場を察す

ることの意味もある。」 

 また、医師からは、「今、家族との絆が

薄くなっている時代に、家族でもない、

恋人でもない･･･は疑問だ。大事なのは家

族であるはずだが。」という意見があった。 

 今回、何故この新聞を選択したか？販

売部数が一番多いことは、読者層が国民

に一番近いことがある。 

国民が、病気や健康について日常生活

で感じていることが反映されたと考える。 

このキャッチコピーに違和感を感じる

のは、職業にも関係しているようだ。 
 

あっ！ブラックジャックだ！ 

   
あなたは、首都圏 JR 電車に乗っている

“ブラックジャック”と逢いましたか？ 

 11 月 29 日(月)～12 月 2 日(木)の間、山

手線をはじめとする JR 電車に、日臨技の

ブラックジャックを乗車させ、“STOP! 

AIDS”の啓発活動に一役かってもらいま

した。 

 今後も、全国各地で“ブラックジャッ

ク”に活躍してもらいましょう･･･ 

            【番場正人】 
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「イバラキ」 
～いい処 だっぺよ！～ 

 

茨城県は関東地方の北東部に位置し(南

東北ではありません)、東は太平洋に臨み、

北は福島県、西には栃木県と接し、南は

利根川(別名：坂東太郎)を千葉県・埼玉県

の境としています。 

   
筑波山  

標高 877ｍ、広い関東平野の中の独立峰。昔か

ら「西の富士、東の筑波」と愛称されている。 

  水戸納豆  
 

北には阿武隈山地の南端部にあたる八

溝・久慈・多賀などの山地が連なり、こ

の間に山田川・里川・久慈川・那珂川流

域の平地が広がっています。 

八溝山地は北西の栃木県境にそびえる

八溝山を起点とし、南走して加波山・筑

波山に至り、裾野の県西部一帯は関東平

野の東部に位置しています。 

東には霞ヶ浦・北浦を中心とする水郷

地帯があり、西には利根川に注ぐ鬼怒

川・小貝川の両河川による農耕に適した

平地が広がっています。 

  
霞ヶ浦帆引き船 

       
袋田の滝（四度の滝） 

日本三名瀑のひとつ。四段に落下することから

四季に一度ずつ来ないと本当の良さはわから

ない 

 西暦 723 年(養老 7 年)に編纂された「常

陸国風土記」によると、常陸の国の領土

は広大であり土地は肥え、作物も豊かに

実り、東には海、北には山があり魚・塩

なども容易く得られ、原野はいたるとこ

ろにあって養蚕に必要な桑そして衣料の 

麻の栽培に適しているとさ

れています。水陸産物の宝庫であり、永

遠に栄える理想郷「常世の国」常陸の国

と評されています。これは現在にも通じ

るものがあります。科学・文化では、日

本の最先端の科学技術研究施設が集中す

る筑波学園都市を始め、偕楽園や鹿島神

宮などの文化遺産が各地に遺されており、

日本画の横山大観、近代陶芸の板谷波山、

童謡作詩の野口雤情などの偉大な先人を

多数輩出しています。 

  水戸市は首都東京より北東へ約 100km、

茨城県のやや中央東部に位置しています。 

1871 年(明治 4 年)廃藩置県により県庁

所在地となり、1889 年(明治 22 年)には東

京・横浜と並んで関東で最初に市制が敷

かれました。 

地形は沖積層から構成された那珂川と

その支流の桜川地帯の湿地を埋め立てた

低地地区で下市(しもいち)と洪積層から

なる台地上に開かれた上市(うわいち）及

び第三紀層からなる丘陵地の三地形に区

分されます。 

    
偕楽園 

千波湖を一望できる高台に位置、梅の公園とし

て知られる。金沢の兼六園、岡山の後楽園とと

もに日本三公園のひとつ。100種 3,000本の梅。

2 月下旬から 3 月下旬の「梅まつり」。秋には

萩 初冬には二季桜 園内に花々が季節を届け

る。 

  
初夏の偕楽園 

JR 水戸駅は上下市の中間点に位置し、

北口方面には、水戸城の空堀・土塁跡及

び弘道館の往時の姿をとどめています。

南口方面には、日本三公園のひとつであ

る偕楽園及び千波湖を中心とした水戸市

の誇れる自然景観が形づくられています。

また、丘陵地区には、ゴルフ場や森林公

園などがあり、豊かな緑地地帯になって

います。 

 水戸城の起源は平安時代末期から鎌倉

時代初期までさかのぼります。最初に館

を構えたのは、馬場小次郎資幹(平国香の

子孫)であるとされ、支配約 200 年続いた

が 1426 年(応永 33 年)河和田城主の江戸

通房(秀郷流藤原氏の子孫)が城を占拠、以

後 160 余年居城としたといわれています。

「水戸」が城府の名称となったのはこの

時代ともいわれています。 

戦国時代末期 1590 年(天正 18 年)佐竹

義宣(源義家の弟新羅三郎義光の子孫)が

水戸城を攻略し、拠点としました。その

後に、二の丸・三の丸を築いて武家屋敷

とし、町人地を分離し近代城郭としての

水戸城の基礎を築きました。＜800 年の歴

史を紡ぐ「水戸城」より＞ 

 1602 年(慶長 7 年)、佐竹氏の秋田移封

後、徳川家康 5 男武田信吉そして 10 男頼

宣を経て、1609 年(慶長 14 年)に 11 男頼

房が初代水戸藩主になって以降、代々水

戸徳川家の居城となりました。 

頼房は、大規模な修築と拡張により城

下町としての輪郭を形成しましたが、城

郭の象徴である天守閣は築かず、それに

変わる三階櫓が水戸城の象徴となりまし

た。残念ながら、昭和 20 年空襲にて焼失

し現存していません。 

 水戸が著しく発展したのは、江戸時代

徳川御三家の府城となってからといわれ

ています。徳川幕府(家康)は、幕藩体制維

持のため、東北地方を抑える拠点として、

初代藩主に 11 男頼房を擁し、25 万石を

与え水戸藩を設置しました。以後、廃藩

まで 11 代続き、1701 年(元禄 14 年)に領

地高 35 万石と加増され、関東では最大の

石高となりました。 

 水戸徳川家の代々の藩主は、江戸藩邸

に常住する定府制度を取り、参勤交代は

ありませんでした。常に将軍のお膝元に

いたので、「天下の副将軍」といわれてい

る所為であります。 

水戸･･･といえば！ 

 歴代藩主の中で、有名傑出していたの

は、2 代藩主光圀(水戸黄門)と 9 代藩主斎

昭でありました。水戸では義公・烈公と

称されて尊敬されております。 

光圀の功績としては、藩政改革はもち

ろんのこと、江戸 小石川藩邸に 1657 年

(明暦 3 年)彰考館を設け、諸国から学者を

招いて「大日本史」の編纂事業を実施し

学問を奨励しました。その後、水戸城内

へ移転させ水戸彰考館(水戸史館)を発足

させました。ちなみに「大日本史」の編

纂事業は、1906 年(明治 39 年)に完成しま

した。 

 また、斎昭は、水戸城内に 1841 年(天

保 12 年)三の丸藩校「弘道館」を開校し、

文武修業の場として 1872 年(明治 5 年)ま

で続きました。翌年には偕楽園はすべて

の民と偕(とも)に楽しむ趣旨で造成され、

現在も入園料は無料で一般に開放されて

います。 

  
弘道館 

天保 12 年(1841 年)8 月に創設され、当時の藩

校としては国内最大規模。 

 15 代将軍徳川慶喜は、斎昭の七男で将
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軍家定の継嗣問題では、いわゆる一橋派

に擁立され、井伊直弼らの南紀派の推す

家茂と争って敗れました。安政の大獄の

おりに隠居謹慎を命じられましたが、「桜

田門外の変」で井伊直弼の死後許され、

のちに徳川最後の将軍に就きました。 

   
第15代将軍の慶喜も5歳の時から英才教育

を受け、1867年（慶応3年）の大政奉還後、

謹慎した至善堂が今も残こる 

(社)茨城県臨床検査技師会は、本年度
より「水戸塾」と称した監理人財育成研
修会を開講し、「弘道館」に習い、臨床検
査技師の人財育成を実践しているところ
です。 

皆さん、お待ちしております！ 

近代水戸は、県庁所在地として政治・

行政そして文化の中心地という旧城下町

以来の立場を継承し、行政・文化都市と

しての役割を担っています。 

私が勤務する水戸済生会総合病院は、

丘陵地の入り口付近で常磐自動車道の水

戸 IC より約 5 分、ゴルフ場もすぐ裏にあ

り、環境に恵まれています。 

ぜひ、茨城県そして水戸市にお越しく

ださい！ お待ちしております。 

【直井芳文】 

************************************ 

 

 

神戸大学病院 徳野 治 
 

「脳外科手術を受けて～医療職は仕

事？聖職？」＜会報 JAMT11 月号「特

別寄稿」＞を読んで 
 

冒頭から「経験 30 年」を表出し、また、

担当医から自施設の院長にわざわざ直々

に連絡がいくような方ですから、相応の

地位とプライドをお持ちの方とお見受け

いたします。以下 2 点、意見を述べさせ

ていただきます。 

◇ 医療職は聖職か？ 
「聖職」というある種の「幻想」は捨

てませんか？ 

教師は人間です。たしかに人格者と呼

ぶべき人もいましたが、少し思い出せば、

昔も暴言・暴力教師はいました。 

医療職も人間です。ご飯を食べ、家族

を養わないといけません。 

昔は医師が絶対的権威をもって、「わた

しの言うとおりにすればよろしい」と言

って患者や家族を納得させていただけだ

と考えることもできるのです。ましてや、

国民の多数が初等中等程度の教育しか受

けていない時代なら、帝国大学医学部や

それに類した医科大学出の「先生」に対

してモノ言うなど、とてもできなかった

というのが正直なところではないでしょ

うか。 

 患者も人間です。だからこそ、患者側

も自分の体や病気のことについて医療職

にすべてのことを「期待して」「お任せ」

してはいけないと思います。医療職は神

様ではなく、ロボットでもありません。 

「聖職」という名のもとに医療職に過大

な期待をかける一方で、昨今エスカレー

トする患者の要求に応えようとし、医療

職（中でも救急の医師など）がどんどん

疲弊していくとすれば、これは罪だと思

います。 

◇「こんなに同意書が要るの？」 

「医療安全とは誰のためものか？」  

20 数枚の同意書をすべて短時間に読ん

で理解するのは、ご指摘のとおり確かに

不可能なことです。さらに、できればあ

まり知りたくない聞きたくない予後不良

のことまで書いてある同意書に目を通し、

署名する。精神的にも辛いことです。そ

してどういうわけか、医療職の多くは同

意書の内容を理解する十分な時間的・精

神的余裕を患者や家族に与えないのです

ね。とにかく、「いま署名して、ハンコ押

してください」と急ぎたがる。これは医

療職の側の問題点として指摘されるべき

でしょう。 

 ただ、「相手の立場に少し踏み込んで考

えてみること」とありました。ではあな

た様は同じ医療職として、担当した医師

や看護師の立場になって考えてみたこと

はありますか。 

よほどの奇遇でないかぎり、彼らはあ

なた様とは親戚親類でもなく、面識もあ

りません。もし同意書がない、もしくは

不十分な状態で、さらに治療の末に期待

とは異なる予後にならざるを得なくなっ

たとき、あなた様が彼らを不当な非難の

対象にしないという保証を、彼らがどう

やって持てるのでしょうか？ 繰り返し

ますが、医療職も人間です。注射や採血

の針を人の体に刺すのは、ひとつ間違え

ば傷害行為です。投薬は、ひとつ間違え

ば服毒行為です。手術と称して人の体に

メスを入れるのは、ひとつ間違えば殺人

行為です。複雑な医療行為がいくつもあ

って、予期せぬ出血、副作用など、さま

ざまな落とし穴が至るところに潜んでい

るのが現代の医療です。 

 氏名を何度も確認されるのも辛かった

とあります。では、その看護師の立場に

なって考えてみてください。 

少し大きな病院であれば、一人の患者

に対して複数の看護師が入れ替わり立ち

代わりとなるでしょう。基本的に、彼ら

はあなた様とは面識がありません。 

もしあなた様が氏名の確認を面倒くさ

がって拒否すれば、彼らは面識のないあ

なた様に対して点滴や採血など恐ろしく

てできなかったでしょう。 

電車の運転手は、勤務前に点呼を受け、

運転中は線路上の標識や信号を指差し、

声を出して確認していきます。何回も同

じ路線を運転していて、「ここに何の標識

がある」ことはわかっていても、それで

も乗客の安全確保のために指差し･声出

し確認をするのです。これと同等である

とは思われませんか？ 運転手が指差し・

声出し確認を怠り、信号を見落として事

故となり、あなた様の御家族の方が亡く

なってしまったとしても、あなた様はそ

の運転手、ひいては鉄道会社を責めない

自信がおありですか？ 

「自分の病気に対しての治療は、主治医

と病院の方針にすべて従いますという同

意書一枚でいいのではないかと思う」。 

では、ここでそれが実行されたと仮定

しましょう。そこには「私は病院（医療

従事者）の医療行為および、それがもた

らす結果に対して一切異議申し立てはい

たしません」という一文が隠されている

ことを自覚し、その義務を負うべきでし

ょう。そうでなければ、すべての医療職

は医療行為を安心して施行できず、あな

た様は医療を十分に受けることができま

せん。 

 また入院中、あなた様は看護師の指示

を待たずに御自分で点滴を抜去するなど

の行為があったようですが、あなた様は

すでに前述の同意書に署名しているわけ

ですから、「どうしてそんな勝手なことを

するのか」と、「債務不履行」として逆に

病院側から責められ、いつ病院から追い

出されてもおかしくない状況になってい

たかもしれません。 

したがって、「すべて病院の方針に従い

ます」などという同意書というのは、医

療職にとっても、患者にとっても著しく

不利益であり、現実的ではないでしょう。 

「医療安全は誰のためのものか？」など

という問いかけはナンセンスだと私は思

います。 

これは患者のためだけではなく、医療

職のためだけでもなく、双方のためのも

のだと私は思っています。患者が安心し

て治療を受けられるようにすることと同

時に、医療職も安心して職務に専念でき

るようにする。当然のことではないでし

ょうか。         ＜了＞ 
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☆ 平成 22年度認定臨床染色体遺

伝子検査師制度認定試験 

日程：平成 22 年 12 月 5 日(日) 

会場：日本臨床検査技師会館 
 

◇ 認定一般検査技師認定資格更新 

指定講習会 

1 九州臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 5 日(土)－6 日(日) 

  ナースプラザ福岡 

2 近畿臨床検査技師会 

  平成 23 年 2 月 20 日(日) 

  奈良婦人会館 

3 中部臨床検査技師会 

  平成 23 年 3 月 5 日(土)－6 日(日) 

  富山国際会議場 

【長迫哲朗】 

 

 

 

 

◆ 12 月 

・3 日：つくば臨床検査教育研修センター

開所式 

・4 日：学会組織委員会・第 60 回医学検

査学会運営部会・第 61 回医学検査学会

運営部会 

・4－5 日：第 1 回臨床検査臨地実習指導

者研修会 

・5 日：認定遺伝子・染色体検査師認定試

験 

・6 日：定款・諸規定検討会議 

・8 日：JIMTEF 臨床検査技術コース研

修員選考会議 

・11 日：部門研修会(病理検査) 

・12 日：第 23 回大分県医師会・技師会

臨床検査精度管理調査報告会 

・13 日：日本臨床検査学教育協議会総会 

・16 日：常務会議 

・17 日：予算委員会 

・18－19 日：第 19 回国際医療技術学生

交流セミナー 

・18 日：第 9 回理事会・地区会長会議・

顧問会議・診療報酬対策委員会・技師

制度対策委員会 

・19 日：理事研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 子育て、医療・介護・福祉等の強化

による安心の確保 

1 子育て･･･1,079 億円 

・保育サービス等の基盤の整備と児童虐

待の防止･･･968 億円 

・妊婦検診に対する公費助成の継続等･･･

112 億円 

2 医療 

・地域医療の再生と医療機関等の機能強

化･･･2,599 億円 

  都道府県を単位とした高度・専門医 

療、救急医療等の整備・拡充等･･･ 

2,100 億円 

  院内感染対策サーベイランス事業の 

機能強化･･･49 百万円 

  医療機関の機能・設備強化･･･499 億 

  円 

・疾病対策の推進 

  新型インフルエンザ対策の推進･･･ 

113 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  子宮頸がん等のワクチン接種の促進 

  ･･･1,085 億円 

  未承認薬審査迅速化のためのリスク 

  管理体制の構築･･･1.7 億円 

・C 型肝炎救済措置法に基づく給付金の 

 円滑な支給の確保･･･95 億円 

・現行高齢者医療制度の負担軽減措置の 

 継続･･･2,807 億円 

3 介護等高齢者の生活の安心の確保･･･ 

 1,506 億円 

4 福祉等･･･2,938 億円 

 

※ 子宮頸がん等のワクチン接種の促進 

地方自治体における子宮頸がん予防

ワクチン・ヒブ（ヘモフィルスインフ

ルエンザ菌ｂ型）ワクチン・小児用肺

炎球菌ワクチンの接種事業に対して、

都道府県に基金を設置して財政支援を

行う。 

 

編集室 

◇ 早いもので年の瀬です。「執行部にかき回された 1 年だったよ！」という声が聞こえてきそうな年の瀬です。還暦を迎える技師

会は大きく変わります。変わらないのは「人の心」でしょうか？ 

◇ 医療界も変革をしようとしている姿は見えますが、各団体に共通なのは「出口の話」ばかりに時間を費やしているようで、困り

ものです。特定看護師の制度化、国家試験ダブル取得可能な開校･･･こんなことに振り回されてベースが崩れることは許されない

ことです。そんな中、評価すべきは、技師法の一部改正＜民間登録検査所の施行規則＞です。更に、この中で、外部精度管理事業

を実施している団体に、初めて「日本臨床衛生検査技師会」の名称が記載されます。これについても、一部には「時期尚早」等の

意見があったとききます。 

◇ 話は変わりますが、今年は、医師・歯科医師・薬剤師の 2 年に 1 度の法で規定されている事項の届け出の年です。これは、勿論

「義務」として行うべきことです。この義務制度が身分を確かなものにしている要項の一つでしょう。ところが、この登録を怠っ

ている方が結構多いですね。まさか、そのような方が、「臨床検査を管理する」とか「時期尚早」等とは言わないとは思いますが･･･ 

いや、そう信じたいものですね。臨床検査技師も登録制になり、身分を確かなものにしたいと考えますが、皆さんは如何 

でしょうか？ P 12 

 

日臨技認定センター 
 

 

 

執行部予定稿 
＝各部電子会議は除く＝ 

 

研修会のお知らせ！   「医学検査」Vol.59 No.10 に掲載 

平成 22度 医療安全研修会 
 

 開催日程：平成 23 年 1 月 23 日(日)   会場：学術総合センター 

 受  講  料：10,000 円           募集人員：200 名 

締  切：12 月 17 日(金) ＜ 詳細は、「医学検査」10 月号＞ 

内  容： 

      1．医療安全対策の取り組み状況について 

           厚生労働省医政局総務課医療安全推進室主査 初村 恵 

      2．医療事故情報収集等事業について－臨床検査に関連した医療事故 

を中心に－ 

(財)日本医療機能評価機構 医療事故防止センター 坂井 浩美 

3．医療安全全国共同行動・支援チームへの参加報告 

金沢医科大学病院 山崎美智子 

      4．JCCLS 標準採血法について 

杏林大学医学部臨床検査医学講座 

(日本臨床検査標準協議会委員) 大西 宏明 

5．標準採血法実施施設からの報告 

東京都立大塚病院 千葉 正志 

6． 臨床検査技師による医療安全管理者の報告 

安曇野赤十字病院 村山 範行 

※ 募集人員に余裕があります。 

※ 安心と安全な医療提供・検査データ提供のため、ぜひ、参加しましょう！ 

厚生労働省    各平成 22 年度補正予算の概要＜抜粋＞ 
 

 
 

 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html 

 

http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html

	101201-01P.pdf
	101201-02P～03P
	101201-04P～05P
	101201-06P～07P
	101201-08P～09P
	101201-10P～11P
	101201-12P

