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第 58 回 臨床検査技師国家試験結

果が以下のとおり発表されました。 
     出願者数：4,263 名 
     受験者数：4.012 
     合格者数：3.027 
      合格率：75.4 % 
※ 合格基準は、＜総得点 120 点以

上／200 点＞の者。 
※ 過去の実績は、本号 5 ページを

参照して下さい。 
※ 採点除外等取扱い問題 
⇒ 午後 24 問(複数正解のため、複数

の選択肢を正解として採点)。当会か

らも、疑義問題意見書として提出済。 

＜参考＞ 
医療職種の国家試験合格率は以下

のとおりです。( )内は新卒者。 
◇ 医師：90.2 ％ (93.9 %) 
◇ 歯科医師：71.1 ％ (81.4 %) 
◇ 保健師：86.0 ％ (89.2 %) 
◇ 助産師：95.0 ％ (96.0 %) 
◇ 看護師：90.1 ％ (95.1 %) 
◇ 薬剤師：88.3 ％ 
◇ 臨床工学技士：75.5 ％ 
◇ 義肢装具士：80.3 ％ 
◇ 歯科衛生士：95.8 ％ 
◇ あん摩マッサージ指圧師：84.1 ％ 
◇ はり師：72.8 ％ 

◇ きゅう師：70.0 ％ 
◇ 柔道整復師：77.4 ％ 
◇ 言語聴覚士：62.3 ％ 
◇ 診療放射線技師：83.4 %(94.7 %) 
◇ 理学療法士：82.4 ％ 
◇ 作業療法士：79.7 ％ 
◇ 視能訓練士：92.4 ％ 
 
※ 各職種の国家試験結果詳細は、厚

生労働省ホームページを参照して下

さい。 
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudo
ushou/shikaku_shiken/goukaku.ht
ml 

 
 
 
 
 
                     一般社団法人日本臨床検査学教育協議会 理事長 三村 邦裕 
 
 今般、教育機関として、永年の課題であった大学の指定

校化が実現した。このことは今後の臨床検査技師教育を考

えた場合、大きな転換となる出来事である。 
 指定校は、臨床検査技師学校養成所指定規則に則った教

育を行っている施設として、文部科学省、厚生労働省から

指定された学校である。図 1 のように一般的には文部科学

省指定の学校が短期大学、厚生労働省指定の学校が専門学

校である。

 

  

 

大学指定校化実現    臨床検査技師教育に新たな展開 
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現在の規定では大学の場合、医学部・歯学部を卒業する

と同時に臨床検査技師の国家試験を受験することができ

る。また薬学部、獣医学部卒業生も表 1 にある臨床検査技

師等に関する法律施行令第十二条第三号の規定に基づく

生理学的検査及び採血に関する科目の5科目を履修したと

いう証明を国家試験受験申請時に添付することで国家試

験を受験することができる。 
一方、臨床検査技師を専ら養成している医学部保健学科

あるいは保健学部等では同様に5科目を履修したという証

明でもって国家試験受験資格が得られる。さらに、理学部、

工学部、栄養学部等では表 1 の臨床検査技師等に関する法

律施行令第二条第三号の規定に基づく衛生検査に関する

科目 12 科目と前述の 5 科目、すなわち合計 17 科目を履修

したという証明でもって国家試験受験資格を得られる。 

このように大学における臨床検査技師教育は科目承認

制であり、臨床検査に関わる科目を履修したということで

国家試験受験資格を得られるものであった。このことが

様々な学部で臨床検査技師養成が可能となった一因にも

なっている。 
 今回、1 校ではあるが大学が指定校になったことから、

臨床検査技師の教育を専門に行っている教育機関という

ことからみれば、医師、歯科医師、看護師等を始め、他の

医療職種の教育とやっと肩を並べることができるように

なった。このことは先達の先生方の多方面にわたる働きが

けがあってのことと思う。そこで、ここに至った経緯を日

本臨床衛生検査技師会と全国臨床検査技師教育施設協議

会（日本臨床検査学協議会）を中心にその活動を振り返っ

てみたい。
 

１．指定校化実現までの経緯と働きかけ 
 

日本臨床検査学教育協議会の前身である全国臨床検査

技師教育施設協議会では前会長であった故北村清吉先生

が中心となって大学の臨床検査技師養成施設を指定校に

しようという働きかけを行っていた。 
その理由として、臨床検査技師教育も高度化、専門性が

高くなり、十分な教育年限が必要になったこと。高等教育

機関の一部として臨床検査技師教育を位置づけること。将

来に向け、臨床検査技師教育を確固たるものとすること。

諸外国と比較し、日本の教育が十分行われていることを示

すこと。そして他の医療職種と同列に大学教育を行い、地

位向上を目指すことなどが挙げられた。 
 社団法人日本臨床衛生検査技師会でも臨床検査技師教育

制度に関して関連省庁や団体に対し、現場の立場から、

様々な働きかけを行っていただいた。 
古くは、平成元年 3 月に当時の会長であられた下杉彰男

先生から文部省高等局長宛に『臨床検査技師教育制度に関

する要望書』が提出された。 
その内容は、臨床検査技師教育は４年制教育課程（学士

課程、修士課程）が望まれるというものであった。直接的

な大学の指定校化を要望するものではなかったが、当時は

数校しか大学教育を行っていなかったことを考えると医

療技術の急速な高度化へ対応できる教育を行い、臨床検査

領域ばかりでなく多様化する職域に対応するための教育

を行うために 4年制化が必要だということを要望していた。

この要望が今回の指定校実現の第一歩となったと思う。 
同様に平成9年には早田繁雄会長から当時の小泉純一郎

厚生大臣宛に『臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法

律』の一部改正に関する要望書が提出された。その中に臨

床検査技師教育年限を4年以上とし、大学教育（修士課程、

博士課程）にするよう改めてもらいたい旨の記述がある。

その他、この要望書には衛生検査技師を廃止し、臨床検査

技師に一本化することも要望されており、平成 17 年の法

律改正に繋がったものと考えられる。この衛生検査技師廃

止も今回の大学指定校実現の一因となっている。 
その後、平成 12 年 4 月には岩田進会長から当時の短期

大学学長宛に大学昇格の要望書が提出され、同年 8 月には

各大学長宛に臨床検査技師教育課程を指定校とすること

についての要望書が送付された。 
さらに平成 14 年 5 月には岩田進会長から遠山敦子文部

科学大臣宛に『臨床検査技師教育課程の養成校を指定校化

することについて』の要望書が提出された。その内容は、

現在臨床検査技師養成の 4 年制大学は、承認校となってい

るが臨床検査技師を目指す学生がより臨床検査に対する

自覚と意欲を増すために、また卒業後に臨床検査領域にお

いて指導的役割を担うために臨床検査技師養成の4年制大

学についても｢文部科学大臣指定校｣として申請があった

場合には認めていただきたいという内容であった。 
 また平成 12 年の指定規則・指導要領改正の際、厚生省

における委員会の席上でも大学指定校化の議論がなされ

た。 
しかし、承認科目制は、学生が様々な科目から選択でき、

その結果、臨床検査技師の受験資格を得られるという今の

時代に即したものであるという理由から文部省は指定校

に関して受け入れる考えはなかった。 
また平成 20年には 20校ある全ての国立大学で 4年制の

臨床検査技師教育が開始された。そのいくつかの大学では

短期大学から大学に昇格するための申請時に指定校の申

請を一緒に行ったのであるが、指定校を申請するのであれ

ば大学の昇格を認めないとまで文科省から強く拒否され

た経緯がある。 
また本協議会では、毎年総会ならびに臨時総会を開催し、

必ず文部科学省高等教育局から医療技術係長に参加いた

だき指導助言を得ているが、その際の質問に指定校化の見

通しについてという項目を必ず加えていた。 
昨年の 5 月以前までは、その回答は毎回同じもので、自

由な教育を規制する方向にはならないということと、もし

方向転換を希望する学生が出た場合には、科目承認制の方

が対応可能ではないかという理由で指定校化に難色を示

していた。それが昨年の総会の折り、もし指定校の希望が

あれば書類を揃えて提出して欲しい旨の回答が医療技術

係長から得られた。それを受け、神戸常盤大学が昨年の 10
月に文部科学省に第 1 号となる指定校の申請が行われ、そ

して本年 3 月に承認され、念願の指定校化が実現したわけ

である。 
一方、平成 23 年 11 月に日本臨床衛生検査技師会の髙田

鉃也会長と私との連名で厚生労働省医政局長宛に｢臨床検

査技師養成大学における臨地実習の充実とそれに伴う承

認・審査要件の変更に関する要望書｣を提出した。 
これは国家試験受験資格を得るための厚生労働省の審

査要件は、臨地実習 1 単位以上となっている。1 単位は約
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1 週間であるため、臨地実習の教育目標を達成するための

時間としてはあまりにも少ないこと、そしてそれを実現す

るためには少なくとも5単位以上は必要であることを要望

したものである。このことは文部科学省へも同様な書類を

提出し、十分な説明を行っていることから、今回の指定校

に寄与したものと考えている。
 

２．今後の臨床検査技師教育 
 

指定校が 1 校実現したことで、今後これに追随する大学

が出てくることが予想される。 
しかし、このことは大学の理念において各大学で検討す

べきもので、一致団結して全ての大学教育を指定校にすべ

きものではない。昨年の本協議会のアンケート調査による

と、指定校に反対を表明している大学も少なくない。 
確かに以前、文部科学省が主張していたように臨床検査

学の知識や技術は臨床の現場ばかりでなく、食品、分析、

公衆衛生など多方面において活用することができ、かつ臨

床検査技師の活躍の場も広がっていることは事実である。 
また大学によっては修士、博士課程に進学することで研

究者や教員の養成に力点を置いているところもある。その

場合は、敢えて指定校にする必要もないと思われ、指定校

と科目承認校が混在することもやむを得ないと考える。 
 今後のカリキュラムを考えると、前述したように現行で

は図2のように指定校と大学の科目承認校である科目を履

修したことで国家試験受験資格を得られるわけだが、それ

を図 3 のように変更し、大学の指定校並びに科目承認校も

カリキュラム的には同一のものを履修する形が望ましい。 
その場合は科目の整理を行わねばならない。表 2 に現在

の国家試験科目と承認科目を並べてみた。 
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17 科目のうち国家試験科目にないもの、すなわち国家試

験科目として存在しているにもかかわらず教育をしなく

ても国家試験が受けられる科目を★印で示した。これらは

公衆衛生学、臨床検査医学総論、病理組織細胞学、臨床微

生物学など臨床検査技師として習得しなければならない

重要な科目である。これらを含めた 23 科目を全て行うよ

うにすれば真の臨床検査技師教育を行うことができ、また

臨床工学技士とのダブルライセンスや入学生を集めるた

めの手段として国家資格を取得できるという安易な考え

での臨床検査技師養成課程の設置もなくなるのではない

かと思う。

 

３．おわりに 
 

 臨床検査技師教育は衛生検査技師教育を含めると半世紀

が経過し、充実したものとなりつつある。また臨床検査学

の学問的構築も臨床検査を専門に学んだ人々によって成

されようとしている。 
一方、18 歳人口の減少と社会の高学歴化の趨勢から大学

化の波が臨床検査技師教育にも押し寄せ、現在 77 校ある

施設のうち大学が 47 校、短期大学 5 校、専門学校 25 校で

大学が 60%以上を占めるようになった。また大学のうち

80%が修士課程をそして約 60%が博士課程を併設するま

でになった。 
 多様にそして急速に変化しつつある社会状況を認識し、

生涯を通じ常に最新の知識・技術の習得に努めることがで

き、未知の課題に対して幅広く多様な情報を収集し、創造

性を発揮し科学的に解決する能力と同時に医療人として

の品位と人格を兼ね備えた人材を養成するためには、今の

カリキュラムでは限界がある。 
そのためには教育内容は基本的技術の十分な習得はも

ちろんのこと骨髄像、病理組織、細胞診などの形態学や超

音波、輸血、微生物などさらなる専門技術の充実を行い、

診療支援できるための教育、IT 教育、危機管理 （リスク

マネジメント）、医療経済の知識の習得など、今あるカリ

キュラムに付加する必要があると思う。そのためには学習

内容の精選、標準化が必要で、臨床検査技師教育のための

コアカリキュラムの設定が不可避になる。 
 平成 12 年に改正された指定規則・指導要領も 10 年以上

が経過し、内容を見直さねばならない時期にきている。大

学が指定校になったのを期にその改正に向け検討に入ら

ねばならない時期となったと考えている。そのためには教

育機関ばかりでなく臨床検査の現場の先生方の意見や協

力を得なければならない。

 
学校法人玉田学園神戸常盤大学 法人事務局長 中村 忠司 

 
神戸常盤大学保健科学部医療検査学科は、平成 24 年 1

月 30 日、文部科学大臣より日本で初めて臨床検査技師養

成所の指定を受けた。 
指定校化の推進を図るため、日本臨床検査学教育協議会

（以下、教育協議会）とともに、長年にわたり協議を進め

てきたが、平成 24 年 4 月、大学における指定校として、

ようやくスタートできることとなった。 
本学が、指定を受けるまでの経緯は、以下の通りである。 
これまで、大学が指定を受けられなかった要因は、文部

科学省が所管する「医療関係技術者養成制度解説」の記載

内容にあった。承知のように、同解説には、医師以外の看

護師、理学療法士など、いわゆる国家資格を必要とする医

療専門職の区分、職種の定義、養成機関の教育組織等が記

載されている。 
その中の臨床検査技師養成に係る養成形態の欄をみる

と、短期大学・専攻科・専門学科校となっており、大学院

はもちろんのこと大学の記載はない。他の職種では、比較

的新しい臨床工学技士や言語聴覚士ですら、すべてにおい

て養成形態の上限は大学あるいは大学院と記載されてい

る。今や、大学教育が主流である時代にあって、何故、臨

床検査技師だけが立ち遅れているのか、兼ねてより疑問に

感じてならなかった。 
教育協議会でも同様に、歴代の会長から現在の三村理事

長に至るまで、長年にわたりこの疑問について文部科学省

との協議を重ね続けてきた経緯がある。具現化に向けた動

きは、平成 21 年 8 月、教育協議会の中に大学指定校化委

員会を設置したことからスタートした。それには、今まで

成し得なかった大学の指定校化を実現させたいという三

村理事長の強い思いがあった。 
同委員会では、先ず、教育協議会加盟校の所属長に対し、

前述の「医療関係技術者養成制度解説」の改正における賛

否について意見を求めた。その結果、大半の加盟校から賛

同が得られた。そこで、本学が加盟校の先陣を切って、指

定校化を図るため、文部科学省医学教育課との交渉に当た

ることとなった。    
しかしながら、この指定校化の相談は、本学単独では数

年前から担当者とは協議をしていたが、代々の担当者の見

解は「国家試験受験資格を取得する方法の一つに、大学は

承認科目を履修すれば可能であり、大綱化の流れの中で、

あえて指定校にする必要性は感じられない」とのことであ

った。その後の交渉内容は割愛するが、前述の指定校化委

員会のアンケートをまとめ、一大学の単独行動でなく、教

育協議会の総意として三村理事長と同行し協議を重ねた

結果、この度ようやく指定申請書を提出、その後、指定校

として認められた。 
担当された文部科学省医学教育課医療技術係長、吉田氏

には深い理解とご配慮を頂き心より御礼申し上げる次第

である。 
最後に、本学は昭和 42 年に神戸常盤短期大学として、

開学以来多くの臨床検査技師を輩出してきた。平成 20 年

には保険科学部を開設し、今春4年制大学卒の検査技師（医

療職業人）第一期生を送り出した。 
そして、平成 24 年からは大学で初めての指定校として

学生達を育成することになる。彼らが今から 4 年後に本学

を巣立ち、社会にはばたいていく未来には、今以上に臨床

検査技師が法的にも必要な職業になっているように我々

はその役割を果たさなければならない。それが臨床検査技

師養成校としての責務である。そのために今後も日本臨床

検査技師会との連携を強化する必要があると感じている。
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