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P1～P3 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会 進捗報告 

P4 新型コロナウイルス感染症並びに新興感染症対策関連の要望書を提出 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

代表理事/副会長 丸田 秀夫 

医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/

シェアについては会報JAMT Vol.25 No.20 2019年11月

１日号において、厚生労働省で開催された“医師の働

き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関す

るヒアリング”の内容について報告いたしました。ヒ

アリングを受け、2019年10月23日からは“医師の働き

方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進

に関する検討会”が設置され、具体的な検討が進めら

れています。検討会は2020年２月19日第６回まで開催

され、最終取りまとめの直前まで進行していましたが

COVID-19の蔓延により現在中断となっています。本来

であれば検討会での取りまとめが終了し、最終確定の

後に会員各位へお知らせする予定としておりました

が、中断が長期にわたっておりますので、まずは議論

の進捗についてご案内をいたします。以降の内容につ

きましては、確定版ではなく途中経過であり、今後変

更の可能性もあることをご了解いただきますようお願

いいたします。 

検討会では、各医療関連団体よりヒアリングで提案

された約300項目の業務について、厚労省内で内容の

整理、調整の後、次の手順で評価が進められました。 

第６回検討会（2020.2.19）に 

オブザーバーとして参加した丸田副会長（前列手前）  

 まず、各業務について、次の３つの分類に仕分けが

行われました。 
 

 Ⅰ．現行制度の下で実施可能な業務 

 Ⅱ．現行制度では明確に示されていない業務 

 Ⅲ．現行制度では実施できない業務 
 

仕分けののち、Ⅰ、Ⅱについては内容を整理した上

で通知等で明確化するとされ、Ⅲについては更に次の

３つの要件で評価されることとなりました。 
 

要件① 原則として各資格法の資格の定義とそれ

に付随する行為の範囲内であるか否か  

要件② その職種が担っていた従来の業務の技術

的基盤の上にある隣接業務であるか否か  

要件③ 教育カリキュラムや卒後研修などによっ

て安全性を担保できるか否か 

 

 以上の３つの要件の評価で、すべて該当するとされ

た業務と、①③が該当するとされた業務を中心に、制

度改正を行う候補として選定され議論が進められまし

た。 

（次ページへ続く） 

関連するウエブサイト 
 

医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフ

ティングに関するヒアリング  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05173.html  
 

医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/ 

シェアの推進に関する検討会  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05173.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html
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制度改正により新たに追加される業務の実施にあ

たっては、前回法改正の『検体採取等に関する厚生労

働省指定講習会』と同様に追加での教育・研修が必要

であるとの検討会内の共通認識により、教育・研修の

考え方について、次の通り分類することとなりまし

た。 
 

(ａ) 養成課程の見直しや研修の受講の義務付けは

行わない。（ただし、医療安全上の配慮が特に必

要な場合は、事前の医師の明確な指示や緊急時の

連絡体制の整備、緊急時のマニュアルの整備な

ど、安全に実施する上での留意事項を通知により

示す。） 
 

 (ｂ) 当該業務が従来の業務の技術的基盤の上に

ある（要件②を満たす）場合は、養成課程におい

て必要な教育内容として明確化するとともに、既

に資格を取得済みの者については、法令による研

修の受講の義務付けは行わないが、通知により、

当該業務の実施に当たって追加的な知識の修得が

必要な者について、職能団体が実施する研修を受

けることを求める。 
 

 (ｃ) 当該業務が従来の業務の技術的基盤の上にな

い（要件②を満たさない）場合は、養成課程にお

いて必要な教育内容を追加するとともに、既に資

格を取得済みの者については、法令により、厚生

労働大臣が指定する研修を受講することを業務実

施の要件とする。 
 

制度改正が行われる予定の行為のそれぞれについて

教育・研修内容の(ａ)から(ｃ)の分類がなされていま

す。 

検討の結果、臨床検査技師の業務については、現行

制度の下で実施可能な業務として17項目、法令改正を

行いタスク・シフト/シェアを推進する業務として８

項目（法律事項２項目、政令事項３項目、省令事項３

項目）、先送りされた業務として11項目が選定される

予定です（詳細は末尾に掲載）。繰り返しになります

が、法令改正を行いタスク・シフト/シェアを推進す

る業務として選定された８項目の実施にあたっては、

臨床検査技師の業務に検体採取等が追加された2015年

の法改正と同様に、養成課程において必要な教育内容

の追加や、既に資格を取得済みの者については研修な

どによる追加の教育が必要となります。臨床検査技師

の養成課程については、現在、約20年ぶりに進められ

ている臨床検査技師学校養成所カリキュラムの見直し

の中で必要な内容が追加され、2022年４月入学者から

の新カリキュラムに含まれる予定となっています。既

に資格取得済の者については、前回の検体採取等に関

する法改正の際と同様の枠組みでの講習会開催を予定

しており、現在教育・研修の内容についての検討も厚

労省内で並行して進められています。すべての臨床検

査技師が講習会を修了し、多くの施設での現場実践が

望まれます。また、今回先送りされた業務について

は、今後の医療の変化を踏まえながら、順次検討を行

うとされています。 

今回の検討でこれまで法的解釈が不明確となってい

た業務の一部について、「現行制度の下で実施可能な

業務」と判断されたことにより、臨床検査技師の実施

可能な業務範囲が明確化されました。該当する17項目

の現場での実施割合について当会会員施設を対象に調

査を行ったところ、１割の実施に満たない業務も散見

されています。それらの業務もタスク・シフト/シェ

アにより医師の負担軽減に繋がる業務であるため、現

場での実践を推進していく必要があります。当会は職

能団体として、それらの周知と現場実践の啓発、並び

に現行で不足している知識や技術の習得のための研修

の機会を提供する必要があると考えています。また、

「現行制度の下で実施可能な業務」の中で、輸血に関

連する患者への説明と同意、生検材料等の所見の下書

き、心臓・血管カテーテル検査・治療における直接侵

襲を伴わない検査装置の操作については特に推進すべ

き業務とされましたので、重点的に臨床検査技師の参

画を推進する必要があります。 

今回のタスク・シフト/シェアの取り組みにより、

実際に医師の労働時間の短縮につながったか否か定量

的に評価される見込みです。当会では臨床検査技師へ

のタスク・シフト/シェアにより、想定された効果を

示せるように総力を挙げて取り組みを進めてまいりま

す。会員各位のご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。 

 現行制度で実施可能な業務、法令改正を行い

タスク・シフト/シェアを推進する業務、先送り

された業務の臨床検査技師に関わる具体的な内

容を次ページに掲載しています。 

 ご確認ください。 
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厚労省内で整理された具体的な業務内容 

1 

心臓・血管カテーテル検査、治療における超音波

検査や心電図検査、血管内の血圧の観察・測定

等、直接侵襲を伴わない検査装置の操作 

2 
所見の下書きの作成 
生検材料標本、特殊染色標本、免疫染色標本等 

3 

細胞診や超音波検査等の検査所見を報告書に記載

し、担当医に交付 
（留意事項：担当医は、報告書内容を確認し、診断を行

う） 

4 

医師の説明等の前後に輸血に関する定型的な事項

や補足的な説明と同意 
（輸血療法や輸血関連検査の意義・解釈、輸血のリスク

など） 
医師と患者、家族等が十分な意思疎通をとれるよ

う調整 
輸血承諾書への署名を求め受領 

5 

救急救命処置の場において、医行為に含まれない

補助行為の実施 
生理学的検査・採血、検体検査、検査室への搬送・血圧

測など 

6 

超音波検査 
（留意事項：身体に挿入して行う超音波検査を実施する

に当たっては、養成機関や医療機関等において必要な教

育・研修等を受けた臨床検査技師が実施することとも

に、医師は、当該超音波検査を実施する臨床検査技師が

安全に実施できる技術を有するかを十分確認の上、指示

すること。） 

7 
生理学的検査（省令第1条の2）実施の際の口腔内

からの喀痰等の吸引 

8 
血液製剤の洗浄・分割、血液細胞（幹細胞等）・

胚細胞に関する操作 

9 手術検体等に対する病理診断における切り出し 

厚労省内で整理された具体的な業務内容 

10 

画像解析システムの操作 

デジタル病理画像のスキャナー取り込み 

取り込んだ画像データの管理 

デジタル病理画像管理機器装置の調整 

11 
病理診断書のダブルチェック 
誤字脱字、左右や臓器記載違い等 

12 

病理解剖 
（留意事項：保健所長に解剖実施の許可を受けて臨床検

査技師が実施可能。厚生労働大臣より死体解剖資格の認

定を受けている場合は、保健所長の許可を受けることな

しに実施可能。） 

13 

検査にかかる薬剤を準備して、患者に服用してもら

う 
・糖負荷試験にかかるブドウ糖液を患者に渡して服用し

てもらう 

・気道可逆性検査（呼吸機能検査）にかかる気管支拡張

剤を患者に吸入してもらう 

・脳波検査にかかる睡眠導入剤を患者に渡し服用しても

らう 

・尿素呼気試験の尿素錠を患者に渡し服用してもらう 

14 

負荷心電図検査等の生理学的検査実施前に患者に装

着されている生体情報モニターの血圧や酸素飽和度

などのバイタルサインを確認し、医師等と事前に取

り決められた範囲の値になっているかどうかなどを

確認し、検査を実施が可能かどうかを確認する 

15 
輸血実施後、副作用出現の有無の観察、異変出現

時、医師等への状況報告 

16 
健診等で行う接触を伴わない簡易な視力測定・眼圧

測定 

17 

持続陽圧呼吸療法導入の際に行う陽圧の適正域を測

定する検査 
（脳波、心電図、呼吸の気流を検知するフローセン

サー、いびき音を拾うマイクロフォン、胸壁・腹壁の拡

張を検知する圧センサーの装着・脱着） 

現行制度上実施可能な業務（17項目） 

法令

区分 

教育 

研修   厚労省内で整理された具体的な業務内容 

1 
採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液（ヘ

パリン加生理食塩水を含む）に接続する行為 

政令

事項 
(c) 

2 
肛門にバルーンを挿入し、バルーンに空気を

注入して圧を測定する直腸肛門検査 

省令

事項 
(b) 

3 
持続自己血糖測定検査（皮下の間質液で測定

する測定器を装着する行為を含む） 

省令

事項 
(b) 

4 
運動誘発電位・体性感覚誘発電位に係る電極

装着（針電極含む）・脱着 

省令

事項 
(b) 

5 
経口、経鼻又は気管カニューレ内部から喀痰

を吸引して採取する行為 

政令

事項 
(b) 

6 

消化管内視鏡検査・治療において、医師の立

会いの下、生検鉗子を用いて消化管から組織

検体を採取する行為 

政令

事項 
(c) 

7 
静脈路に成分採血のための装置を接続する行

為、成分採血装置を操作する行為、 

法律

事項 
(b) 

8 

超音波検査に関連する行為として、静脈路に

造影剤を注入するための装置を接続する行

為、造影剤を投与するために造影剤を注入す

るための装置を操作する行為 

法律

事項 
(b) 

法令改正が予定されている業務（８項目） 先送りとなった業務 （11項目） 

提案した業務 

1 検査のための眼脂等の採取 

2 検査のための外耳道から耳漏等の採取 

3 検査のための泌尿器・生殖器からの検体採取 

4 子宮頸がん検査のための細胞診用の検体採取 

5 眼底検査の散瞳剤の投与 

6 
眼振電図検査における温度刺激検査のための外耳

道への温令水の注入  

7 輸血実施 

8 
点滴、輸液ポンプ、シリンジポンプの操作・安全

管理 

9 上部内視鏡検査の際の前処置 

10 
肝腫瘍マイクロ波凝固法、肝腫瘍ラジオ波焼却療

法に係る機器の操作・管理 

11 筋電図検査の針電極の穿刺（体幹を除く） 
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（編集後記）先週（28日金曜日）に安倍総理大臣が突然の辞任発表をされましたが、まずは８年近い重責を担われ

たことに、心から御礼と「お疲れ様でした」という言葉を伝えたいと思います。また、お身体の快復を祈るばかり

です。その中で安倍総理の後を引き継ぐ日本のリーダーがどなたになるのかマスコミを賑わせています。どなたが

この国のリーダーになられるかは現時点では判明しませんが、私見として次の総理が最初に取り組むべき課題は緊

急度という点ではやはり新型コロナウイルス対応が最優先になると思います。その意味では継続性のある方を望み

ますが…。あくまでも私見ですのであしからず。                         （深澤） 

 新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見えない中、当会として８月６日に自由民主党政務調査会の岸田

文雄会長並びに新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の田村憲久本部長、８月13日に厚生労働省の迫井正深

医政局長に以下の要望をしました。  

今般の新型コロナウイルス感染症の発生当初、PCR

検査の検査件数が増えずその原因がどこにあるかなど

が社会問題となりましたが、その後の政府の補正予算

などの対応により徐々に検査実施体制を確保できるよ

うになりました。 

当会として、新型コロナウイルス感染症に更なる対

応が必要であり、今後発生することが想定される新興

感染症に対しても対応が必要と考え自由民主党と厚生

労働省に以下の要望をしました。 
 

１．病原体核酸検査（PCRなど）実施体制の拡充・維

持について 

新型コロナウイルス感染症のPCR検査については、

拡充されてきたもののまだ十分な検査体制とは言えま

せん。 

第２波や第３波に向けた更なる検査体制の拡充を要

望するとともに、新興感染症への対応も見据えて、検

査実施施設、検査設備の充実及び検査要員（臨床検査

技師）の増員など有事のみならず平時においても体制

維持することを要望しました。 
 

２．大規模感染症発生時の検査体制見直しについて 

今回のPCR検査は、既存の行政検査の枠組みで行わ

れ、検査実施が進まない要因の１つとされています。 

この行政検査は、大規模感染症の流行対応を想定し

ていないため、煩雑な手続きや地衛研・保健所の業務

量過多により実施件数が伸び悩みました。 

これらの教訓を踏まえて、医師が検査を必要と判断

した時に、すぐに検査が実施できる体制整備が喫緊の

課題であり、行政検査の運用方法や手続き方法等の見

直し、指定した医療機関や民間検査機関（衛生検査

所）が新興感染症発生当初から検査実施体制を確保す

るため、必要な支援を含めた仕組みの再考を要望しま

した。 

３．感染症対策を担う行政部門への臨床検査技師の配

置について 

新型コロナウイルス感染症の拡大と長期化により感

染症対策を担う厚生労働省、都道府県及び保健所設置

市、特別区の衛生主管部局の業務が拡大し業務量過多

となりました。 

感染症対策の確実な実行のために、それらを担う行

政部門への人員配置の拡充が必須であり、その専門医

療職種として臨床検査技師が適材であり配置を要望し

ました。 
 

４．臨床検査技師の就業者数把握のための関係法令の

改正について 

医師・歯科医師・薬剤師は免許取得者、看護師等・

歯科衛生士・歯科技工士は就業者について、２年に一

度届出義務が法律に規定されているが、臨床検査技師

にはこの定めがありません。 

臨床検査技師の実数把握は、有事における早期の検

査体制の把握に資するだけではなく、平時を含む衛生

行政の実態把握や基礎資料として医療提供体制の構築

に活用できるため、就業者の把握ができるように法律

に根拠規定を設けるよう要望しました。 

８月13日 

厚生労働省迫井正深医

政局長（写真右）に対

して要望内容を説明し

要望書を手交(横地常広

代表理事副会長) 


