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医政発 1221 第 5 号 
平成 23 年 12 月 21 日 

 
(社)日本臨床衛生検査技師会会長 殿 
 

厚生労働省医政局長 
 
「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係政令等の整備等に関する政

令」等の施行に伴う医政局関係法令の改

正について(施行通知) 
 
標記につきまして、別紙のとおり各都

道府県知事、保健所設置市長及び特別区

長宛て通知しましたので、御了知いただ

くとともに、貴団体会員等に対する周知

方よろしくお取り計らい願います。 
------------------------------------------------------- 

医政発 1221 第 3 号 
平成 23 年 12 月 21 日 

 
各 都道府県知事・保健所設置市長・特

別区長 殿 
 
「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の一部の施行に伴う厚生

労働省関係政令等の整備等に関する政

令」等の施行に伴う医政局関係法令の改

正について(施行通知) 
 
先般、「地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」(平成 23 年法律

第 105 号。以下「整備法」という。)が平

成 23 年 8 月 30 日に公布されたことを受

け、「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の一部の施行に伴う厚

生労働省関係政令等の整備等に関する政

令」(平成 23 年政令第 407 号。以下「整

備政令」という。)及び「地域の自主性及

び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備に関する省令」(平成 23 年厚生労働

省令第 150 号。以下『整備省令」という。)
が平成 23年 12月 21日に公布されたとこ

ろです。 
これに伴い、医政局が所管する政令等

が改正され、平成 24 年 4 月 1 日に施行さ

れることとなっていますが、改正の趣旨、

内容等は下記のとおりですので、御了知

の上、その事務の運営に当たってよろし

く御配慮願います。なお、本通知は、地

方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245
条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的な助

言であることを申し添えます。 
 

第一 整備政令について 
1 趣旨 
整備法による医療法(昭和 23 年法律第

205 号)の一部改正に伴い、医療法施行令

(昭和 23 年政令第 326 号)について所要の

規定の整備等を行うものであること。 
2 施行期日 
整備政令のうち、医療法施行令関係の

規定については、平成 24 年 4 月 1 日から

施行するものであること。 
 

第二 整備省令について 
1 趣旨 
整備法による医療法の一部改正及び整

備政令による医療法施行令の一部改正に

伴い、次に掲げる省令について所要の規

定の整備を行うものであること。 
・医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第

50 号) 
・看護師等の人材確保の促進に関する法

律施行規則(平成 4 年厚生省令第 61 号) 
・医療法施行規則等の一部を改正する省

令(平成 13 年厚生労働省令第 8 号) 
2 用語の定義 
本通知における用語の定義は、地域主

権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)
に従い、次のとおりとすること。 
(1)従うべき基準 
条例の内容を直接的に拘束する、必ず

適合しなければならない基準であり、当

該基準に従う範囲内で地域の実情に応じ

た内容を定める条例は許容されるものの、

異なる内容を定めることは許されないも

の 
(2)参酌すべき基準 
地方公共団体が十分参照した結果とし

てであれば、地域の実情に応じて、異な

る内容を定めることが許容されるもの 

3 改正の内容について 
(1)医療法施行規則の一部改正(整備省令

第 3 条関係) 
(ⅰ)病院及び診療所の既存の病床数を

算定する場合の介護老人保健施設に係る

入所定員数に関する基準を条例(制定主体

は都道府県)に委任するに当たっての従う

べき基準を定めるもの。(医療法施行規則

第 2 条の 2 関係) 
(ⅱ)専属薬剤師の配置に関する基準を

条例(制定主体は都道府県、保健所を設置

する市又は特別区)に委任するに当たって

の従うべき基準を定めるもの。(同令第 6
条の 6 関係) 

(ⅲ)病院の従業者に関する基準のうち、

医師及び歯科医師以外の従業者の配置に

関する基準を条例(制定主体は都道府県)
に委任するに当たっての従うべき基準(薬
剤師、看護師、准看護師、看護補助者及

び栄養士)及び参酌すべき基準(診療放射

線技師、理学療法士、作業療法士及び事

務員その他の従業者)を定めるもの。(同令

第 19 条関係) 
(ⅳ)病院の施設に関する基準を条例(制

定主体は都道府県)に委任するに当たって

の参酌すべき基準(消毒施設、洗濯施設、

談話室、食堂及び浴室)を定めるもの。(同
令第 21 条関係) 

(v)療養病床を有する診療所の従業者に

関する基準のうち、医師及び歯科医師以

外の従業者の配置に関する基準を条例(制
定主体は都道府県)に委任するに当たって

の従うべき基準(看護師、准看護師及び看

護補助者)及び参酌すべき基準(事務員そ

の他の従業者)を定めるもの。(同令第 21
条の 2 関係) 

(ⅵ)療養病床を有する診療所の施設に

関する基準を条例(制定主体は都道府県)
に委任するに当たっての参酌すべき基準

(談話室、食堂及び浴室)を定めるもの。(同
令第 21 条の 4 関係) 

(ⅶ)病院等の病床数を算定する場合の

補正の基準を条例(制定主体は都道府県)
に委任するに当たっての従うべき基準を

定めるもの。(同令第 30 条の 33 関係) 
(ⅷ) その他所要の規定の整備を行うも

の。 
(2)看護師等の人材確保の促進に関する法

律施行規則及び医療法施行規則等の一部
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を改正する省令の一部改正(整備省令第

10 条及び附則第 6 条関係) 
所要の規定の整備を行うもの。 

4 施行期日 
整備省令のうち、医療法施行規則等関

係の規定については、いずれも平成 24 年

4 月 1 日から施行するものであること。  
以 上 

 
 ※ 詳細は、⇒ 以下を参照して下さい。 

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/update/shin70t.pdf 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H111219N0011.pdf 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001hqa7-att/2r9852000001hqgt.pdf 
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T111104N0010.pdf 

 
 
 
 

厚生労働省の 2012 年度予算案が 24 日

の閣議で決まった。厚労省予算案は一般

会計で 26 兆 6,873 億円(対前年度比 7.9％
減)。ただ、この中には東日本大震災復興

特別会計や年金交付国債などの諸費用、

子ども手当の見直しによる減額分が計上

されていないため、これらを合わせた実

質的な予算案は前年度に比べて 1 兆

2,064 億円増(4.3％増)となる。「日本再生

重点化措置」の厚労省配分額は、1,059 億

円の要求に対して 220 億円が認められた。

ライフ・イノベーションの推進費用など

が柱。 
 社会保障関係費の予算案は 26 兆 2,152
億円で 8.1％減。医療費は自然増が認めら

れたため、10 兆 2,442 億円(3.2％増)に増

える。介護は 2 兆 3,392 億円(6.1％増)、
年金は 8 兆 1,037 億円(22.0％減)、福祉等

は 5 兆 3,079 億円(7.6％減)、雇用は 2,202
億円(13.5％減)。 

 医療費の国庫負担予定額を保険制度別

に見ると、協会けんぽ 1 兆 1,822 億円(714
億円増)、国保 3 兆 2,435 億円(1,267 億円

減)、後期高齢者医療4兆1,900億円(2,721
億円増)、公費負担医療 1 兆 5,805 億円

(1,051 億円増)となる。 
 焦点となっていた高額療養費制度の見

直しは、12 年度からの実施が難しくなっ

てきた。保険局は実施時期について「引

き続き検討」としているが、来年度の本

予算案では財源を確保していない。政府

内では「4 月 1 日から高額療養費制度を見

直すのは到底無理。制度がその後も続く

ことを考えれば、補正予算での計上も難

しい」との声が聞かれる。 
 東日本大震災の被災者に対する医療保

険一部負担金の免除措置は、2 月末に期限

切れを迎えた後の延長分として98億円を

計上。同様に介護保険でも 44 億円を盛り

込んだ。対象者は福島第一原発周辺の「警

戒区域等の住民」とされている。その他

の地域が延長の対象になるかどうか、保

険局は「引き続き検討することになる」

とした。 
 介護報酬の財源として検討してきた介

護 2 号保険料への総報酬割は、12 年度か

らの導入を見送った。 
 新たな薬剤費の適正化策も行う。後発

医薬品の使用が進まないため実施する薬

価の「追加引き下げ」は、長期収載品の

ほかに後発医薬品でも実施する。提言型

政策仕分けの判定結果を踏まえて市販品

類似薬の見直しも行う。現在、ビタミン B
と C は、単なる栄養補給のための投薬を

保険給付対象から外している。この対象

範囲をビタミン A や E といったその他の

脂溶性ビタミンまで広げ、薬剤費の抑制

を図る。また生活保護受給者には後発医

薬品の服用を勧める。   【MDF】

 
 
 
 

文部科学省の 2012 年度予算案は 11 年

度予算と比較して 949 億円(1.7％)増とな

る 5 兆 6,377 億円(うち復興特別会計

2,249 億円)となった。このうちライフ・

イノベーション関係では、大震災の被災

地域の医療復興への貢献や、次世代医療

の実現に向けたゲノムコホート研究を実

施するため「東北メディカル・メガバン

ク計画」に 56 億円、iPS 細胞を活用した

難病・疾患研究や再生医療の早期実現に

向けた研究開発を推進する「再生医療の

実現化プロジェクト」に前年度比 7 億円

増の 45 億円を盛り込んだ。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故

の対応では、復興特別会計の中で、放射

線による長期的な健康影響評価や緊急被

ばく医療の充実に向け「放射線安全・緊

急被ばく医療研究の強化」として 24 億円

を、「次世代がん研究戦略推進プロジェク

ト」には前年度同額の36億円を計上した。 
 このほか、国立大学法人運営費交付金

のうち特別経費として、先進医療や治験

実施体制の充実に向け国立大学付属病院

の研究機能強化に 236 億円を充てる。全

国に 42 ある大学付属病院に対し、先進医

療の取り扱い患者数や承認件数、論文数

などを勘案した上で交付金額を決める。 
 大学病院が若手医師を教員として採用

した上で地域医療機関の診療にも従事し

てもらい、医師不足対策や医学部・大学

病院の教育・研究活動の環境整備につな

げる新規事業に 9 億円を盛り込んだ。 
 また、がんプロフェッショナル養成基

盤推進プランに 21 億円、国際標準を満た

した医学教育認証に対応した診療参加型

臨床実習(医学部)の充実に 4 億円、大学病

院での医師の勤務環境改善に向けた医療

クラークなどの雇用には20億円を盛り込

んだ。          【MDF】
 
 
 
 
経済産業省は 2012 年度予算案で、医療

機関と中小企業が連携して医療現場の課

題に応える医療機器の開発を行う事業に、

前年度当初予算の 2.5 倍となる 25 億円を

計上した。経産省は同事業などを「ヘル

スケア産業の創出」として特別枠に 33 億

円を計上していたが、満額を確保した。 
 同事業では、輸入超過が続く医療機器

産業の振興に向け、中小企業の高い技術

力を生かした機器開発を促進。医療機関

から具体的な開発ニーズを募集してマッ

チングを行い、課題解決型の機器の開発

につなげる。 
 ヘルスケア産業の創出ではこのほか、

外国人患者の受け入れや医療システムの

 

厚生労働省                                     平成 23 年 12 月 24 日 

「2012 年度予算案 一般会計 26 兆 6,873 億円」 

 

文部科学省                                     平成 23 年 12 月 24 日 

「東北メディカル・メガバンク 56 億円」 

 

経済産業省                                     平成 23 年 12 月 24 日 

「ヘルスケア産業 満額確保」 



Vol.17 No.53                  会報 JAMT ホームページ掲載              平成 23 年 12 月 28 日 
 

 
    

海外展開に 10 億円を計上。がんの超早期

診断・治療の研究開発プロジェクトや幹

細胞の実用化に向けた評価技術の開発プ

ロジェクトも盛り込んだ。 
EPA 看護師の日本語研修など 6.2 億円 

 経済連携協定(EPA)に基づき来日する外

国人看護師・介護福祉士候補者に対して

事前に日本語研修などを行う事業には、

新規に 6.2 億円を計上した。  【MDF】
 
 
 
 

総務省は 2012 年度予算案で、社会保

障・税番号(マイナンバー)の整備に向けて

29 億 8,000 万円を計上した。ICT(情報通

信技術)を活用する姿勢も打ち出し、被災

地での ICT 活用による新たなまちづくり

などに向けて 60 億 2,000 万円を計上。一

部は「東北メディカル・メガバンク」構

想に用いられる。教育・医療・環境分野

などでの ICT 利活用推進に 19 億 6,000
万円を積んだ。 
 総務省は番号制度の整備について、制

度導入に向けた地方自治体のシステム構

築や、住民基本台帳法など関連法改正に

向けて検討していく方針だ。 

 ICT を活用した「東北メディカル・メ

ガバンク」構想では、中核病院と診療所

などの情報ネットワーク構築を図る。教

育・医療・環境分野などでの ICT 利活用

については、分野横断的にデータをやり

取りして活用するための基盤整備を目指

す姿勢だ。         【MDF】
 
 
 
 
「東日本大震災復興特別区域法」が 26 日

に施行されたのを受け、厚生労働省は同

日、被災地での医療資源の効率的な活用

を目指す医療・介護分野の復興特区につ

いて概要を示した。復興特区として計画

作成できる地方公共団体は、岩手県・宮

城県・福島県を含む 11 道県の中で一定の

震災被害があった市町村。特区の認定を

受けた区域では病院の人員配置基準など

の規制について特例措置が適用される。 
 特区内の病院では、医療従事者の配置

基準への弾力的対応として▽地域の実情

に合った「妥当な計算方法」による人員

計算▽医師配置の緩和―などの特例措置

を行う。通常の人員配置基準算定は、入

院患者や外来患者、取り扱い処方箋の数

について前年度の平均値に基づいて計算

するが、特区では例えば「直近 3 カ月の

平均値」を用いて計算することができる

ようになる。震災により一時的に多くの

患者を受け入れた病院に配慮した措置。

適用期間は、最長で法施行後5年となる。 
 また、医師配置については、病院の医

師配置基準を通常の 9 割相当まで緩和す

る。最低数は 3 人。適用開始から 3 年間

の措置となる。 
 介護関係では、介護老人保健施設につ

いて常勤医師の配置を緩和し、外部の医

療機関との連携などを条件に施設が実情

に応じて適当数を配置できるようにする。

特別養護老人ホームについても、外部の

医療機関などとの連携を条件に医師配置

を緩和。訪問リハビリテーションについ

ては、医療機関や老健以外でも訪問リハ

ビリを行う事業所を設置できるよう、開

設主体の要件を緩和する。 

 また、復興対策本部は「東北発医療機

器等開発復興特区構想」の概要も示した。

厚労省が経済産業省との連携で進めるも

ので、医療機器産業が盛んな東北地方の

強みを生かして革新的医療機器の創出に

つなげたい考え。▽岩手大工学部と岩手

医科大医学部との医工連携による「岩手

プロジェクト」での内視鏡手術器具の開

発▽東北大を医工連携中核病院とする

「宮城プロジェクト」での膵島移植技術

の開発▽日本大工学部・福島大理工学群

と福島県立医科大との医工連携による

「福島プロジェクト」での手術用ロボッ

ト開発－を促進するため、医療機器製造

販売業の許可基準の緩和や医薬品医療機

器総合機構(PMDA)の出張薬事相談など

を行う。         【MDF】

 
 
 
 
 厚生労働省の社会保障審議会医療部会

(部会長：齋藤英彦・国立病院機構名古屋

医療センター名誉院長)は 12 月 22 日、「医

療提供体制の改革に関する意見」(案)を議

論、一部文言の修正の上、了承した(資料

は、厚労省のホームページに掲載)。厚労

省は次期通常国会に、これらを盛り込ん

だ医療法改正案の提出を目指す。 
 「医療提供体制の改革に関する意見」(案)
の中で、最後まで議論が分かれたのが、

特定看護師(仮称)の法制化の問題。厚労省

案の文言を修正し、最終的には、看護師

が実施している高度かつ専門的な知識・

判断が必要とされる行為(特定の医行為)
について、教育・研修の必要性を指摘、

その上で、特定看護師(仮称)の認証につい

ては、「公的な認証を含め、認証の仕組み

のあり方については、医療現場の実態を

踏まえたものにするよう、さらに検討を

する必要がある」という趣旨の表現で落

ち着いた。 
急性期医療に関する作業グループ第 1 回

会合   
 当初の厚労省案は、「公的な認証」の必

要性を前面に打ち出す表現だった。日本

医師会副会長の中川俊男氏が、「公的な、

という表現は、法制化を前提とした議論

に見える。法制化も選択肢かもしれない

が、医療部会としてはそれにくみしたわ

けではない」と、「公的な」の削除を求め

た。一方で、制度化を求める声もあり、

結局は前述のように多少表現が変更され

た。政府が 12 月 20 日に決定した社会保

障税と一体改革成案のうち、社会保障改

革の素案では、特定看護師(仮称)の法制化

を既に盛り込んでいる。会議の終わりに

挨拶した、厚労省医政局長の大谷泰男氏

は、次のように語り、次期通常国会への

関連法改正案の提出を目指すとした。

「2012 年度予算には、今回審議してもら

ったことが、かなり盛り込めそうな状況。

また、国会のスケジュールを見ると、継

続審議の法案、年度内に成立させなけれ

ばいけない法案のほか、予算関連法案に

はかなり議論を有するものがある。予算

非関連法案である医療法などの改正法案

がどんな形で持っていけるか、2012 年 3
月中に提出する日程はなかなか厳しいか

もしれないが、早期に提出し、成立に向

けて努力したい」。さらに大谷局長は、「医

療法改正の肝は、急性期病床群(仮称)」と

説明。急性期病床群(仮称)については、医

療部会で異論が呈せられ、12 月 22 日に、

「急性期医療に関する作業グループ」の

第 1 回会合が開催された(『「急性期病床

群」創設に委員の批判相次ぐ』を参照)。
「看護師の認証等については、急性期病

床群(仮称)よりも、一歩遅れて動くかもし

れない。(チーム医療推進のための看護業

務検討)ワーキンググループで詰めるべき
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項目は多々ある」(大谷局長)。 
「急性期医療に関する作業グループ」は

社保審医療部会の委員で構成、座長には

慶應義塾大学経営大学院教授の田中滋氏

が選任された(資料は、厚労省のホームペ

ージに掲載)。厚労省は急性期病床群(仮
称)の要件について、体制に関する要件(人
員配置基準と構造設備基準、平均在院日

数)のほか、(1)入院経路(救急医療の実施

に着目)、(2)処置内容(手術などの実施す

る医療内容に着目)、(3)疾病・病態(対象

とする患者像に着目)――のうち、いずれ

かを満たすという案を提示。もっとも、

この要件の具体的議論には至らず、「急性

期医療」という定義の明確化、一般病床

全体を捉えた上で急性期病床群(仮称)の
あり方を検討する必要性、医療法に位置

付ける意味合いなどについての意見、疑

問が相次いだ。2012年初めに数回議論し、

「来年(2012 年)の早い時期にも具体的方

策の内容を取りまとめ、医療部会に報告

する」とされている。 
医師の偏在解消の必要性も提言 
「医療提供体制の改革に関する意見」は、

(1)地域の実情に応じた医師等確保対策、

(2)病院・病床の機能の明確化・強化、(3)
在宅医療・連携の推進、(4)医療提供体制

整備のための医療計画の見直し、(5)救
急・周産期医療体制の見直し、(6)医療従

事者間の役割分担とチーム医療の推進、

(7)国民の関与と情報活用、(8)その他、と

いう柱から成る。 
(1)のうち、医師の確保対策については、

医師の地域あるいは診療科間の偏在是正

のため、「実効性のある地域枠の設定や医

師養成課程において診療科を一定程度誘

導する」ことに加えて、総合的な診療を

行う医師養成の必要性を打ち出している

ことが特徴。 
 (2)では、病床の機能分化の推進を重点

課題とし、特定機能病院については、外

来患者の多さを問題視、その是正を含め

承認要件の見直しなどを求めている。地

域医療支援病院に関しても、外来診療の

あり方を中心に承認要件の見直す方針を

打ち出している。さらに、イノベーショ

ン推進のため、基礎研究から市販後の臨

床研究までを一貫して行う拠点として、

臨床研究中核病院(仮称)の創設を求めて

いる。 
アウトカム指標などの公表も提言 
 さらに今後の高齢者増も踏まえ、(3)の
在宅医療の推進も打ち出された。在宅医

療を担う関係者の協議の場の設置、関係

者のコーディネート機能を担う人材の育

成、在宅の拠点となる医療機関の法制度

上の位置づけ、在宅医療体制の医療計画

上の位置づけ、訪問看護の充実、有床診

療所の活用などを掲げている。 
 以上のような医療提供体制の整備のた

め、医療計画も見直す。「医療計画の見直

し等に関する検討会」の意見を受け、2
次医療圏の設定の考え方の見直し、在宅

医療の医療計画での位置付け、4 疾病 5
事業に精神医療を追加――などの変更を

加えるとともに、PDCA サイクルで計画

の実効性を高めることを求めている。な

お、医療計画は 2013 年度から各都道府県

での見直しが始まるため、その際に今回

の方針が反映される。 
 そのほか、(6)の医療従事者間の役割分

担とチーム医療の推進では、特定看護師

(仮称)の創設のほか、診療放射線技師の業

務範囲に検査関連行為と核医学検査の追

加を提言。(7)の国民の関与と情報活用で

は、アウトカム指標やプロセス指標など

の医療の質に関する情報公開の必要性を

指摘。さらに、(8)では、外国の医師免許

を持つ人が、日本で教授・研究の中で診

療ができるよう、現行の臨床修練制度の

見直しを求めている。    【m3c】
 
 
 
 
 
民主、自民両党は 25 日、心の病を抱え

る人へのカウンセリングなどを行う民間

資格「臨床心理士」を国家資格とする方

向で調整に入った。人材を確保し専門性

や能力の向上を図る狙い。「心理師」など

への名称変更も検討する。関連法案を来

年の通常国会に議員立法で共同提出、成

立させたい考えだ。 
 うつ病や自殺の増加などにより、心理

療法のニーズが高まっているのが背景。

国家資格として地位を安定させれば、志

望者が増え、能力も向上するとの判断が

ある。 
 2005 年にも同様の法案が検討されたも

のの、精神科の開業医から競合の懸念が

示されるなどしたため提出に至らなかっ

た経緯がある。今回も日本医師会はじめ

関係団体との調整が課題だ。 
 民自両党は厚生労働関係議員を中心に

法案内容の非公式折衝を進めており、近

く正式な党内手続きに入る方針。公明党

などにも同調を呼び掛け、幅広い党派に

よる提案にこぎ着けたい考えだ。ただ、

国会での与野党攻防が激しくなれば成立

が見通せなくなる。 
 資格認定は現在、日本臨床心理士資格

認定協会が実施。日本臨床心理士会によ

ると、今年 4 月 1 日時点の有資格者は約 2
万 2 千人。精神神経科や心療内科で心理

相談に応じるほか、スクールカウンセラ

ーとして学校に勤める場合や、児童福祉

施設で子育て支援に従事するケースがあ

る。 最近では仕事のストレスを抱えた

会社員らへのメンタルヘルスに対応。東

日本大震災の被災者への「心のケア」の

ほか、遺体の収容や捜索に当たった消防

団員らの惨事ストレスにも対処している。 
◇  臨床心理士 
 臨床心理学に基づく知識や技術を用い

て心理的な課題を抱えている人を援助す

る専門家。心理テストや面接、夢分析な

ど手法は多岐にわたっている。1988 年か

ら日本臨床心理士資格認定協会による資

格認定がスタートした。能力の維持や向

上のため 5 年ごとに資格更新が規定され

ている。医療施設や福祉施設、少年院、

刑務所などに勤務する以外に、私設の心

理相談機関として個人やグループで開業

しているケースもある。   【m3c】

 
 
 
 
 
 
 

 

民主党・自由民主党                                 平成 23 年 12 月 26 日 

臨床心理士を国家資格に 

編集室 
  
皆様すでにご承知のとおり、医学検査発行の変更に伴い、会報 JAMT の発行が変わりました。少しでも早く情報をお届けするように、厚生労働省

をはじめ新聞各紙により我々に関連のある情報をお届けしたつもりです。 
真の情報とは与えられた情報から各自が選択するものであり、その選択は「各自の価値観」によるものです。そのため、「必要のないものが多い」

というご意見もいただきますが、特定な人のために発信しているわけではございません。これからの技師会、これからの検査技師が社会で活躍する

ためには必要なものです。必ず、じわじわ効いてくるものです。 
来年も、そのような観点から最新情報を発信するよう努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。来年こそ、「我々検査技師にとり最良の

年」になるようなトピックスを用意しておりますので、期待していただきたいと考えております。今年 1 年ありがとうございました。      
【TAKADA】 


