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審議に先立ち、会長から、「振興協議会でなければ要望が通ら

ないとの会員の発言が総会等で見られるが、必ずしもそのように

は思っていない。日常検査業務を担当している立場からの我々臨

床検査技師の要望は別問題である。病院検査室の立場、民間検査

所の立場をはじめとして、診療報酬体系では“診療”の場に限定さ

れているが、予防医学の観点から今後益々重要となってくる“検
診”の場における検査技術評価が置き去りにされている現状を打

破する方向で論議する必要がある。それが、職能団体としての立

場である。しかし、一方、国民医療を論議する場合には、専門学

会との調整は必要となってくる場合もあることは事実である。現

執行部が表明している“いつでもどこでも臨床検査”、また、“検査

に関する管理”は臨床検査業務を遂行している検査技師自らが行

うことに意義がある。そのような観点から今回の改定内容を検証

して次期改定に備えて欲しい」との挨拶があった。 
次期診療報酬改定に向けては、すでに検査関連団体の取り組み

が開始されたとの報道がなされている(The Medical & Test 
Journal,No.1123)。その中では、内保連では「生体検査について

はドクターフィーの観点から議論」、また、「運営のためのコスト

や検査上の有用性について議論し、ドクターフィーを算定するた

めのステップにしたい」との発言が報じられている。 
当会の委員会は構成される委員の顔ぶれからも、検査技師会を

はじめ、従来厚生労働省直轄の検査部門であった国立病院、民間

検査所、検診センターと“診療”のみならず、広く日本の臨床検査

業務を携わる立場、更に、その適正を検証する立場からの審議が

可能となる。 
当会が平成 17 年から要望している検体検査管理加算について

は、同加算Ⅰが 100 点、同加算Ⅱが 200 点としている。これは、

検査室や検査業務に関する管理責任を医師のみに任せるのでは

なく、検査業務を担当する技師自らが負うということによる。更

に、同加算算定要件に「検査室の機器の整備」あるいは「検査項

目にグラム染色の追加」を要望し認められた。当時、厚生労働省

の係官からは「自ら首を絞めることにならないか」との疑問を投

げられたが、それは「国民へ対する検査業務に携わる者自らの責

任である」とした。結果、現行のように改正された経緯がある。 
今年度改定の検体管理加算Ⅳの新設は、検査技術が認められた

ことや算定要件に検査技師の名称が掲載されたことに対する評

価が言われているが、全国の実情にマッチしているとは言い難い。

これらの現状を考えた場合、我々技師自らが主張することが重要

であり、単に「テクニシャンフィー」として主張しているわけで

はないことを一人ひとりが認識することが重要である。 
また、日臨技独自で要望書を提出し、会員の為だけなく国民の

為にもこの委員会でよく検討し我々の責任で提案する必要もあ 

る。更に、管理加算等の新たな検証や医科電子点数表等を加味し 
た検討も加えて行く必要性もある。委員会では、次期要望に向け

重点項目について意見交換が行われ以下のことがあらためて確

認された。 
まず、今回の改正点の検証・整理した後、アンケート調査行い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

同時に要望調査も行い、その実態調査の対象施設は施設別、規模

別を抽出して行うこと。 
その調査における重点項目は、 

１．検体検査管理加算（Ⅰ）（Ⅱ）の増点（例：技師フィーとし

て 40 点から 100 点に増点）を要望する意義付け、また検体検

査管理加算（Ⅲ）は意味不明であり加算についての取得状況を

調査する。 
２． 血液採取量が 2 点の増点に止まったが、実際には 200 円以

上が費やされていると思われる。また、標準採血法が８月に改

定される予定であり、その内容からコンプライアンスを順守す

ることを根拠に増点を要望する。 
３．生理検査病棟出張加算に関しては前回は取り上げられなかっ

たが、病棟での検査は時間と労力を要する。継続要望とするが、

その要望根拠の見直しをおこなう（例：現在の乳幼児加算と同

様の定義で申請できないか）。 
４．除外検査に関しては前回の削除対象項目は没になったが、特

にクレアチニンのヤッフェ法等は問題であり、当会として標準

化事業との整合性を根拠に継続した申請を検討する。 
５． 新規項目については認定資格（輸血・一般・遺伝子・血液・

心電図・微生物）と関連する学会および団体の診療報酬改定へ

の意見を求め、検討する。また、データが標準化されている施

設認証をどう点数化するか、認定資格と点数化の問題等を検討

する。その他の意見の集約はアンケートにより実施し、要望の

可否を検討する。 
６．その他に関して、特定検診等の予防医学や人間ドック等の検

診事業について、検査としての点数化の可否および、その方向

性を検討する。 
 
【参照】 会報 JAMT 診療報酬関連記事 

Vol.12 No.3  P 4 ＜平成 18 年 3 月 1 日発行＞ 
  ＜診療報酬改定主要項目(案)提示される＞ 

Vol.12 No.4  P10 ＜平成 18 年 4 月 1 日発行＞ 
  ＜診療報酬第 2 弾＞ 

Vol.13 No.9  P 8 ＜平成 19 年 9 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 20 年度診療報酬改正要望纏まる(概要)＞ 

Vol.14 No.3 P 6 ＜平成 20 年 3 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 20 年度診療報酬改定における主要改定項目(案)＞ 

Vol.14 No.4 P 4 ＜平成 20 年 4 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 20 年度診療報酬改定なる＞ 
Vol.14 No.10 P 8 ＜平成 20 年 10 月 1 日発行＞ 
  ＜診療報酬・検査関連疑義解釈＞ 
Vol.15 No.7 P 3 ＜平成 21 年 7 月 1 日発行＞ 
  ＜診療報酬改定にむけて＝その 1＝＞ 
Vol.15 No.9 P11 ＜平成 21 年 9 月 1 日発行＞ 
  ＜診療報酬改定にむけて＝その 2＝＞ 
Vol.15 No.10 P 1 ＜平成 21 年 10 月 1 日発行＞ 

＜平成 22 年度診療報酬改定に関わる要望書＞ 

第 1 回 診療報酬対策委員会 開催！ 
平成 22 年 6月 12 日(土)に第 1回診療報酬対策委員が開催された。今期の委員長には、椎津稔氏(野村病院)を、

副委員長には下田勝二氏(日本適正認定協会)を選出した。また、委員としては、執行部より小沼利光、赤石清美の

両氏、外部委員として、林亮(国立病院機構下志津病院)、永井正樹(下越総合健康開発センター)の両氏が就任した。
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◆ 渉外法制部            【才藤純一】 

平成 22 年 6 月 13 日に開催した理事研修において、会長から外

交 5 原則が示された。それは、渉外活動にも当てはまるもので、   
一、落とし所を決めておく 
二、決定権者は誰かを見極める 
三、交渉中は極秘扱いにする 
四、身内で確認（意思統一）をしておく 
五、物によってはプロに任せる 

である。 
渉外法制部としては今後、法制の結果を出していく上で、医療

行政機関や検査関連団体との折衝、専門学会とのコンタクト等を

含めこのような状況が訪れるのは必須で、この 5 原則を肝に銘じ

つつ業務遂行をしていかねばならない。 
さて、渉外法制部事業はプロによる見識も特に要するため、外

部に見識を持った委員が欠かせない。そのため、注意深く人選を

行い、技師制度対策委員会、診療報酬対策委員の初会合をみた。

委員長の選出を行い、JAMT 前号に提示した組織目標の課題やア

クションプランに基づく活発な討論を行い委員会の取り組みを

開始した。 
この法制関連においては 5 月 12 日に第 1 回のチーム医療推進

会議の議事録報告において、事前に日臨技は厚生労働省医政局や

関連学会に折衝を行い働きかけていた結果、前回の報告であった

現行制度で実施できる可能な生理学的検査の拡大において（会報

JAMTVol.No6）「臨床検査技師につきましては、関連学会等とも

ご相談させていただいていまして、実施可能な生理学的検査の拡

大の可否について現在検討を行っている」との、他コ・メディカ

ル職種より一歩進んだ経過報告があった。 
 

◆ 第１回技師制度対策委員会 
この委員会では、委員長に佐野道孝理事、副委員長に椙山宏美

理事を選出し、外部委員として三村邦裕（教育施設協理事長）、

新屋博明（エムティ―法務研究会）の両氏が加わっている。 
まず、過去の要望者からの継続事案の洗い出しと選別において

は、平成 22 年 3 月 4 日に提出した「臨床検査技師の業務拡大に

ついて＝①臨床検査データの精度保証と標準化に関する事業、②

微生物学的検査の検体採取、③血圧測定、④生理学的検査の項目

追加 (嗅覚検査・味覚検査)＝」の説明を行い引き続き検討する

こととした。 
④に関しては今後技師養成校において教育単位に組み込んで

いく要請について三村委員から説明があり確認した。現状での技

師に対してはこの生理検査項目が認められた場合は日臨技の臨

床検査技師研修として全国規模で行わなければならない。 
医行為と医療行為の区分と明確化については、狭間の検査はど

この教育機関で行っているのかが問題になる。技師教育カリキュ

ラムの組み方次第で業務拡大に繋がるのではとの考え方がある。

この法律のなかには身分法と業法が混在しているので分離する

事の議論があったが、他の医療職種にも同じような形態での法律

があるので、このような法改正においては臨床検査データの精度

保証と標準化に関する事業により認定施設等の確立が必要であ

るとの見解が出された。 
臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年 4 月 23 日法律第 76

号）施行：昭和 33 年７月 23 日 による第２条で、この法律で「臨

床検査技師」とは厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の

名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、

血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、

生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を業とす

る者をいう。しかし、第 2 条も昭和 33 年制定の法律であり、現 
在、実情とはかけ離れたものとなっている。 

また、チーム医療に関してもこの 2 条が厚生労働省の認識の中

にあって、チーム医療に臨床検査技師が入っていけないネックに

なっているとの疑義解釈ができ、この 2 条を改正する必要がある

ことが示された。これについては、臨床検査業務としての医行為

と医療行為をはっきりさせたうえで第 2 条の改正につなげてい

く考えが示された。 
生理検査については厚生労働省令で定めてあるので、業務拡大

については医行為、医療行為を踏まえ当会としての根拠を整理し

対応していく方針を挙げた。 
繰り返しになるが、この法律は身分法と業態法が混在している

ので分離する事の議論があった。しかし他の医療職種にも同じよ

うな形態での法律もあるため、このような法改正においては臨床

検査データの精度保証と標準化に関する事業により認定施設等

の確立も必要であるとの見解が出された。 
今後、医行為と医療行為に関する情報収集として、技師法に規

定されていない業務の実情調査や判例などを含め医療行為の定

義を調査し、その原案作成を 6 月末までに作成し、アンケート調

査を実地することが確認された。以下、同委員会で論議された内

容を解説する。          
 

◆ 医師免許の法的責任 

 
≪医師免許の法的性質は行政行為の許可≫ 

医師免許の法的性質は、行政行為の許可に当たると解される。

許可とは、禁止を解除する行政行為で、新たな権利を設定する行

政行為ではない。臨技が診療の補助として採血や心電図検査など

を適法に為し得るのも臨技免許によって禁止が解除されためと

解釈される。 
【用語の解説】 
○ 行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、特定人

の権利義務その他の法的地位を具体的に規律する行為である。な

お、国民の権利義務を一方的に決定するものであっても一般的・

抽象的に決定する立法行為とは区別される。 
また、行政行為が行政庁の行う私法行為や事実行為と区別され

ることは勿論、行政組織における内部行為（上級庁の下級庁に対

する命令や承認）とも区別される。ちなみに、“行政行為”とい

う言葉は、ドイツ語の Verwaltungsakt に由来している。 
○ 法律行為とは、権利義務の変動という法律効果を発生させる

法律要件のうち、申し込みや承諾といった意思表示を法律事実と

して含む法律要件を法律行為という。 
○ 法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示によって成立す

る行政行為をいう。行政庁の意思表示によって成立する法律行為

的行政行為には裁量が認められ、附款を付けることができる。 
○ 準法律行為的行政行為とは、行政庁の意思に基づくものでは

なく、法規に基づく確認行為や公証行為、通知行為、受理行為を

いう。法規に基づく行政行為なので裁量の余地はなく、附款を付

けることもできない。 
○ 行政主体／行政機関／行政庁とは、行政上の権利義務の主体

（国・地方公共団体・独立行政法人）を行政主体といい、行政主

下命・禁止

許可 

 

命令的行為 
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体のために具体的な行政活動を行う機関を行政機関という。行政

機関のうち行政主体の意思・判断を決定し、これを外部に表示す

る権限をもつ機関を行政庁という。ちなみに、大臣・都道府県知

事・市町村長などは独任制行政庁で、教育委員会・選挙管理委員

会・公安委員会などは合議制行政庁である。   
 
◆ 臨技法第 2条の呪縛 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�暴論は正論だったのか！� 

過去の上司は、『検査をするのが検査技師だから、検査技師は

検査だけをしていればいい』という考えであり、検体受付さえも

『これは検査技師の仕事ではなく、事務員さんの仕事だ。』とい

う場合が多かった。 
このような考えを“暴論”と思う人は多かった。しかし、臨技法

の第 2 条をみると、“暴論にも一理ある”という気がしてくる。も

っとも“チーム医療”が叫ばれている時代に『検査技師は検査だけ

をしていればいい』という考えは暴論に等しいとは思うが･･･ 
�女性部会の提言書を読んで� 

当会女性部会の提言書に『臨床検査技師は検査室業務を主とし

ており、患者と接する事を第一の業務としてこなかった～』と記

してある。 
臨技の定義（臨技法第 2 条）を見ると、臨床検査技師は検査室

業務を主とするように定義されており、患者と接することが第一

の業務とは謳っていない。心情的には私も女性部会の提言書に書

いてあるとおりだと思うが･･･ 
�臨技法 第 2 条の呪縛・・・法律による行政の原理� 
行政官（厚労省役人）が臨技の業務拡大について検討する場合

は、臨技法の第 2 条に照らしてみる。 
したがって、臨技法の第 2 条が呪縛となって業務拡大の妨げに

ならないように、業務拡大に向けては第 2 条をクリアできる法理

論を展開していく必要がある。ただし、第２条を改正するのであ

れば、別問題であるが･･･           
 

◆ 診療の補助業務とは 
【保助看法】 
第 5 条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許

を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診

療の補助を行うことを業とする者をいう。 
第 6 条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免

許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に

規定することを行うことを業とする者をいう。 
第 31 条 
1 項：看護師でない者は、第 5 条に規定する業をしてはならない。

ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、こ

の限りでない。 
2 項：保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第５条に

規定する業を行うことができる。 
第 32 条 准看護師でない者は、第 6 条に規定する業をしてはな

らない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場

合は、この限りでない。 
【臨床検査技師等に関する法律】 
第 20 条の 2 
1 項：臨床検査技師は、保健師助産師看護師法第 31 条第１項及

び第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助として採血（医師又

は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。）及び第２

条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする

ことができる。 
【理学療法士及び作業療法士法】 
第 15 条 
1 項：理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法第 31
条 第１項及び第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助として

理学療法又は作業療法を行うことを業とすることができる。 
【視能訓練士法】 
第 17 条 
2 項：視能訓練士は、保健師助産師看護師法第 31 条第１項及び

第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回

復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行

うことを業とすることができる。 
【臨床工学技士法】 
第 37 条 
1 項：臨床工学技士は、保健師助産師看護師法第 31 条第１項及

び第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助として生命維持管理

装置の操作を行うことを業とすることができる。 
【救急救命士法】 
第 43 条 
1 項：救急救命士は、保健師助産師看護師法第 31 条第１項及び

第 32 条の規定にかかわらず、診療の補助として救急救命処置を

行うことを業とすることができる。 
 
「診療の補助」業務は看護師が包括的に独占している関係上、臨

技が行い得る生理学的検査、すなわち診療の補助は、『厚生労働

省令で定める生理学的検査』に限定される結果になっているので

はないか？ 
当会としては、従来より「生理学的検査の包括化」を要望して

いるが、臨技が行う生理学的検査はあくまでも「診療の補助」で

あり、この点では診療放射線技師との違いがある。 
すなわち、人体に対する放射線の照射は、医師、歯科医師、診

療放射線技師の業務独占で、「診療の補助」は看護師の業務独占

である。 
したがって、臨技は保助看法の「許可」によらず「理学的検査

＝診療の補助」を行うことが出来ないと解釈出来る。 
これに対して診療放射線技師は、医師の指示があれば、人体に

対する放射線の照射を行うことが可能である。 
磁気共鳴画像診断装置等を用いた検査の場合は、診療放射線技

師も臨技と同様に保助看法の「許可」が必要である。 
診療放射線技師が行う放射線の照射も広い意味では「診療の補

助」に該当すると思われるが、法律用語としての「診療の補助」

には該当しないようである。 
生理学的検査が診療の補助である限りは、保助看法の「許可」

が必要となるので、これが「生理学的検査の包括化」を妨げてい

るおおきな理由になっていると解釈出来る。  
 今後、これらの問題点を整理し、医行為と医療行為のすみ分け

を明確にし、ガイドラインの策定を基に法改正に立ち向かうこと

となる。 
 

この法律で「臨床検査技師」

とは 

厚生労働大臣の免許を 

受けて 

臨床検査技師の名称を 

用いて 

医師又は歯科医師の指示の

下に 

 
呪

縛

＜限定列挙＞ 
業務内容が限

定されている。

 

微生物学的検査・血清学的検査・血液学的検査・病理

学的検査・寄生虫学的検査・生化学的検査・厚生労働

省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者を

いう。 

こ
れ
ら
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
者

が
臨
技
法
上
の
臨
床
検
査
技
師
と
い
う 
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 *********************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 平成 22 年 5 月 15 日(土)に開催された第 2 回理事会において、

「HPV ワクチン無償化」(平成 21 年度女性部会要望事項)請願に

対する署名活動実施の基礎調査を行うことが決議された。 
 
＜女性部会要望書＞ 
現在わが国では2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡

くなっていると言われています。なかでも子宮頸がんは若年女性

に多く発生するがんであり20～30歳代女性に発生する悪性腫瘍

のうちで第1位を占めています。わが国では現在年間約10,000人
以上が新たに子宮頸がんを発症し、3,500人が子宮頸がんで死亡

していると推測されています。そして 近若年女性における子宮

頸がんの発症は増加傾向にあり社会問題となって来ています。 
そのような中で子宮頸がんの発症がHPV感染によって引き起

こされることが発見され、研究の結果ワクチンが開発されまし

た。そしてこのワクチン開発によって子宮頸がんはワクチンで予

防出来る唯一のがんとなりました。(中略) 
これによりHPV感染の約70%を防ぐことが出来るといわれて

います。このため厚生労働省は2009年10月ワクチンを承認し、

日本では2009年12月22目から接種可能となりました。対象は11
～14歳までに接種するのが効果的と言われ、統計局によると平

成19年で2,336,000人が対象という。しかしこのワクチンは3回
接種(初回、1か月後、6か月後)が必要で、1回の費用が14,000円
とも18,000円とも言われ大変高価であり、このままでは一般への

普及は困難な状況です。このような状況ですでに無償接種を決め

た自治体(埼玉県志木市、東京都杉並区)もあります 
が、全国的にはまだまだ無償接種の取り組みは進んで

いません。このワクチン接種による生涯の医療費  ⇗

 

や労働損失からの経済的効果はその導入によって約190億円と

も言われており日本政府としての早急な対応が望まれていま

す。日本の将来を考える時、国民の健康を支える職能団体とし

て日本臨床衛生検査技師会が総会でHPVワクチン無償化の請願

を可決し、厚生労働省に提出することは意義があると考え要望

いたします。 
******************************************************** 
ワクチン制度に関しては、日本と欧米諸国とには大きな差が

ある現状で、欧米においては既に予防接種に組み込まれている

ワクチンも日本では未だに未承認、あるいは自己負担となる“任

意接種”となっている。この任意接種と定期接種の分類自体が

医療機関や接種者に様々な混乱を生じさせている。 
これについては、行政レベルで解決される問題であるが、我々

医療関係者は無関心ではいられない認識を持つべきである。緩

慢と言わざるを得ない行政の動きを加速させ、また、少子化が

進む日本の将来を考えた時、我々医療関係者が率先して取り組

む課題である。 
国民レベルでの正しい知識や情報の周知等の教育が遅れてい

ることもワクチン問題が世界レベルから遅れている問題でもあ

る。単に個人が疾病から守られるというものではなく、社会全

体が免疫力を持つというのがワクチンの概念である。 
ワクチンに関しては、すでに議員連盟も発足しており、また、

「子宮頸がん予防措置の実施の推進に関する法律案」として国

会で審議される予定であったが、重要法案より選挙を優先する

国政により国会会期末を迎え廃案となった。 
 渉外法制部では、60％の女性会員を有する当会が大きく社会

に訴え、国民と情報を共有し教育の先頭に立つことが重要との

認識に立ち、早急に実態調査を行い、100 万人を目標とする署名

活動を行うことを予定している。 
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表１ インシュリンの自己注射と在宅 ALS 患者の痰の吸引について 
 インシュリンの自己注射について ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の在宅療養の支援について 

誰が 患者が 在宅 ALS 患者の家族以外の者（訪問介護員など）が 
誰に 患者自身に 在宅 ALS 患者に 

何を インシュリンの自己注射 痰の吸引 
行政解釈 医師法第 17 条違反とはならない３）４） 一定の条件下では当面のやむを得ない措置として許容される５） 

 
 
１．医行為について 

「医師の行う行為は何でもかんでも医

行為」というわけではなく、医行為の範

囲は「医師の医学的判断及び技術をもっ

てするのでなければ人体に危害を及ぼし、

又は危害を及ぼすおそれのある行為」に

限定されています。しかし、実際は「医

行為の範囲が不必要に拡大解釈されてい

る」２）というのが今日の実情ではないで

しょうか。思うに、本来は限定されてい

る医行為の範囲を不必要に広げて何でも

かんでも医行為にしてしまったら・・・

例えば、日常生活の中で軽微な傷に絆創

膏を貼るのも不必要な拡大解釈で医行為

にしてしまったら、それこそ公共の福祉

に反してしまいます。 
業務独占の法的性質は、法律行為的行

政行為における許可であり、許可とは禁

止しておいたものを解除する行政行為で

す。医師法第 17 条が非医師による医業を

禁じているのは、あくまでも「無資格者

による医業は、国民の生命、身体に対す

る脅威となることはもとより、国民の医

療に対する信頼を失墜させる原因ともな

る」６）からです。つまり、医師法第 17 条

は医師の経済的利益を保護するための積

極目的規制ではなく、「国民の生命および

健康に対する危険の防止という消極的、

警察的目的のための規制措置」７）である

と解されます。 

注）「警察的目的」について・・・ここで

いう警察とは狭義の警察（一般に警察と

呼ばれている機関）ではなく広義の警察

を指しています。すなわち、権力を用い

て社会公共の安全と秩序を維持しようと

する行政の活動（警察行政作用）を意味

しています。 

したがって、医行為の範囲を積極的（不

必要）に広げる必要はなく、むしろ医行

為は「医師の医学的判断及び技術をもっ

てしなければならない行為」に限定すべ

きではないでしょうか。そして、医行為

に当たらない医療行為については、医師

の業務独占をできるだけ解除して、一定

の資格者（看護師や臨技など）が行える

ようにすべき時代にきていると思うので

す。 

２．Ｑ＆Ａ 
Ｑ：無資格者は医行為を絶対にしてはな

らないのか？ 
Ａ：無資格者による医行為を全面的に禁

じてしまうと、無資格者は家庭や職場な

どで傷病者に対する応急手当をすること

ができなくなってしまいます。医師法第

17 条が禁じているのは無資格者による医

業であって、無資格者による医行為を理

由の如何を問わず全面的に禁じているわ

けではありません。なお、無資格医業に

該当する事例でも「一定の条件下では当

面のやむを得ない措置として許容され

る」（表１）場合があります。 
Ｑ：いわゆる一般人による AED（自動体外

式除細動器）の使用が医師法違反になら

ないのはなぜか？ 
Ａ：AED の使用は医行為に該当しますが、

救命の現場に居合わせた一般市民による

AED の使用については、一般的に反復継続

性が認められないので、医師法違反には

ならないと考えられています。つまり、

医行為ではあるが、医行為を業として（反

復継続の意思をもって）行うわけではな

いので、医師法第 17 条には違反しないと

いうわけです。【参照：厚生労働省医政局

長通知（医政発第 0701001 号）平成 16 年

7月 1日】 
３．医行為と医療行為  
「医療行為＝医行為」という古典的な

考え方では、医療行為はすべて医行為と

解されてしまうので、医行為の範囲が不

必要に拡大され、医師の負担は増すばか

りです。懸案となっている介護士による

医療行為や特定看護師（仮称）制度に関

する立法措置を推進するためには、医療

行為について新しい概念を打ち立てる必

要があると思います。 
 

■引用 
１）厚生省医務局長通達（医発第 1416 号）

昭和 45 年 12 月 3 日 
２）厚生労働省医政局長通知（医政発第

0726005 号）平成 17 年 7月 26 日 
３）厚生省医務局医事課長あて国立小児

病院長照会（国小児発第 174 号）昭和 56

年 4月 25 日 

４）国立小児病院長あて厚生省医務局医

事課長回答（医事第 38 号）昭和 56 年 5

月 21 日 

５）厚生労働省医政局長通知（医政発第

0717001 号）平成 15 年 7月 17 日 

６）厚生省医務局長通達（医発第 76 号）

昭和 47 年 1月 19 日 

７） 高裁判所大法廷判決 昭和 50 年 4

月 30 日 

 

※本文で使用したイラストは、筆者がユ

ーザー登録をしている市販のイラスト集

のものです。 

【新屋博明】 
 
 
 
 

医師でなければ、医業をなしてはならない。

医業とは、医行為を業として行う

と

医行為を業として行うとは、「医師の医学的判断及び技術をもってす

るのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのあ

る行為を反復継続する意思をもって行うこと」２） 

医師法 

第 17 条 

「医業は医師の独占業務」１）と 
されておるんじゃよ。 
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◆ 教育研修部             【米坂知昭】 
改正臓器移植法が本年 7 月 17 日より施行される。 
我々は、臨床検査技師としても一人の国民として知っておかな

ければならないことである。特に職能団体の一員としては明確に

憶えておかなければならないことがある。 
「脳死が人の死」と言うことに対してではなく、脳死判定に脳波

検査が 重要検査となることである。 
勿論、臨床検査技師が脳死判定をするわけではなく、判定のた

めの診断は医師により行われる。 
去る 6 月 6 日に日臨技主催で全国研修会が開催された。日本各

地から 126 名の参加者があり、下表「(参考)現行法と改正法との

比較」にもあるような内容を踏まえながらの研修会となった。 
職能団体である当会の教育研修部として重要なポイントがこ

の研修会には含まれている。 
EBM としての臨床検査は、脳死判定をすることが目的ではな

く、今そこにいる検査を受ける患者さんの状態を正確に評価する

ことにある。その患者さんが回復し社会復帰することを願い、検

査を進めなければない。その為に必要な検査の技術や条件を、臨

床検査技師として共有するための研修会であり、これによって適

切に検査が実施されることを切に願っている。全国研修会でも参

加者へお願いしたが、地元の全国の会員に対し情報の浸透と共有

化を進めるために、各地区や各都道府県でも是非、伝達講習会を

実施して欲しいと考える。 
 
（参考）現行法と改正法との比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ このうち、平成 22 年 1 月 17 日から可能となる親族への優先

提供の意思表示の方法など、制度内容の詳細については、決

まり次第、当ホームページや（社）日本臓器移植ネットワー

クホームページにおいてお知らせする。 （厚生労働省ホー

ムページより） 
 
◆ 臨床検査技師実習施設指導者等講習 
前号の JAMT にも記事を掲載したが、臨床検査技師実習施設

指導者等講習会の日程が本年 12 月 4 日(土）、5 日(日)の 2 日間に

決定した。今後、この研修会は当会が自主開催するもので現計画

としては数カ年計画として進め、全国の臨地実習を受け入れてい

る全施設を対象として 低 1 名の参加を目標とし、開催地を東 
京として年間 200 名から程度として、これによって 
約 1000 名の受講者を達成すべく進める。 

この成果については臨地実習に関する報告書として取りまと

め、関係省庁を含め結果として提出することとしている。 
  

 具体的内容については随時お知らせするが、現在以下の予定で

準備を進めている。この研修会は 1 泊 2 日の宿泊研修とし、宿泊

は研修会場の宿泊施設に用意する。 
 
 第 1 回臨床検査技師臨地実習指導者研修会（予定） 
日 程：平成 22 年 12 月 4 日(土)・5 日(日) 
会 場：セミナーハウス クロス・ウェーブ府中 

     東京都府中市日鋼町 1-40 
人 数：200 名 
受講料：20,000 円＜ただし、宿泊料金を含む＞ 

 ＜第 1 日目＞ 
 ○日臨技教育プログラムについて 
 ○臨床検査技師指導要領＜含技師法＞ 
 ○学生との関わり方－全入時代の学生教育を考える－ 
 ○臨床検査技術の指導法とその評価法 
 ○実習時に起きる医療事故例と賠償責任 
 ○医療安全共同行動におけるチーム医療の必要性 
 ○教育効果のある臨地(臨床)実習計画の立て方 
 ○臨地(臨床)実習の評価法 
 ○分科会 1：化学系臨床検査実習における実習計画の作成 
 ○分科会 2：形態系臨床検査実習における実習計画の作成 
 ○分科会 3：生理系臨床検査実習における実習計画の作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜第 2 日目＞ 
 ○分科会 1：化学系臨床検査実習における実習計画の作成 
 ○分科会 2：形態系臨床検査実習における実習計画の作成 
 ○分科会 3：生理系臨床検査実習における実習計画の作成 
 ○各分科会の発表・討論 
 
◆日臨技推奨「臨床検査技師のための技術教書（学生教科書）」

の作成 
臨床検査技師による臨床検査技師のための技術教書を作成す

るが、臨床検査の基本作業手順を含めた技術教書の特徴は写真を

できるだけ多く掲載することで、より実践に近いものとする。 
また、検査に関連する基礎知識や疾患との関連等についても掲

載する。 
この教書は、基本的検査となる一般検査、血液検査、循環器検

  現行法（改正前） 改正法 施行日 

親族に対する 

優先提供 

○当面見合わせる 

（ガイドライン） 
○臓器の優先提供を認める 平成 22 年 1 月 17 日

臓器摘出の 

要件 

○本人の書面による臓器提供の意思表示

があった場合であって、遺族がこれを拒

まないとき又は遺族がないとき 

本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこ

れを拒まないとき又は遺族がないとき又は○本人の臓器提供の意思が

不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾するとき 

臓器摘出に 

係る脳死判定 

の要件 

○本人が 

Ａ 書面により臓器提供の意思表示をし、か

つ、 

Ｂ 脳死判定に従う意思を書面により表示し

ている場合であって、家族が脳死判定を拒

まないとき又は家族がないとき 

○本人がＡ 書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、Ｂ 脳死判定の

拒否の意思表示をしている場合以外の場合であって、家族が脳死判定

を拒まないとき又は家族がないとき 

又は 

○本人について 

Ａ 臓器提供の意思が不明であり、かつ、 

Ｂ 脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合 

であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき 

小児の取扱い 
○15 歳以上の方の意思表示を有効とする 

（ガイドライン） 

○家族の書面による承諾により、15 歳未満の方からの臓器提供が可能

になる 

被虐待児へ

の 

対応 

（規定なし） 
○虐待を受けて死亡した児童から臓器が提供されることのないよう適切

に対応 

普及・啓発 

活動等 
（規定なし） ○運転免許証等への意思表示の記載を可能にする等の施策 

平成 22 年 7 月 17 日
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査を中心に作成する。また、これに関連して、現在当会が出版し

ている「尿沈渣検査法 2000」は「尿沈渣検査法 2011」として改

定出版する予定である。 
 発刊予定は、新年度の学生教育に活用可能を目標に、いずれも

平成 23 年 3 月を予定している。 
 
◆ 公益事業Ⅰ部          【小沼利光】 
当会では、精度保障事業部に検査値標準化ワーキンググループ

(WG)設置して、全国の臨床検査デ－タ標準化実践事業を推進し

てきた。 
 59 回日本医学検査学会 2 日目の平成 22 年 5 月 23 日に、『日臨

技データ標準化事業 3 年間の検証』をテーマにシンポジウムが開

催された。 
 
◆第 59 回日本医学検査学会シンポジウム『日臨技データ標準化

事業 3 年間の検証』 
WG メンバーを中心に４名のシンポジストを迎え、小栗孝志氏

(佐久市立国保浅間総合病院)は【日臨技データ標準化事業の３年

間の歩み】、岡田 元氏(安城更生病院)は【標準化事業の検証】、

松本祐之氏(社団法人 愛知県臨床衛生検査技師会)は【標準化事業

の地域での活用】、細萱茂実氏(香川県立保健医療大学)は【日臨技

標準化事業－今後の展開】についてそれぞれ報告を行った。 
小栗理事は、この事業は大規模な予算を必要とし、本来は国家

的な事業であるが、臨床検査技師自らの社会的責任を果たすべく

日臨技が主導でデータ共有化を進めるものであると報告した。 
また臨床検査データ共有化事業は、平成 16 年度から日本臨床

検査標準協議会(JCCLS)に標準化基本検討委員会が設置され、日

臨技と連携し標準化の進展方法について検討が加えられ、全国に

基幹施設網をめぐらせ、基幹施設は周辺施設と密に情報交換する

パッチワーク方式が効果的との結論を得、臨床検査データ標準化

実践事業は平成 19 年度から日臨技に引き継がれ 3 年計画の事業

として開始されたと、これまでの経緯を報告した。 
さらに「臨床検査データ共有化ガイドライン」、「臨床検査デー

タ共有化マニュアル－都道府県基幹施設用」、「臨床検査データ共

有化マニュアル－参加施設用」を医学検査に公表、基幹施設を中

心に標準物質や基準測定法を活用し、施設内と施設間の精度・正

確度の信頼性確保を実現させ臨床検査の標準化を推進してきた。

また臨床検査の標準化の動向は、従来から全国規模あるいは各地

での臨床検査精度管理調査によって確認されている。 
臨床検査精度管理調査(コントロール・サーベイ)を臨床検査標

準化事業の重要な手段と位置づけ、日臨技と都道府県臨床検査技

師会(都道府県技師会)との連携方法や調査実施手順について指針

を示した。 
岡田氏はデータ標準化事業の成果を報告し、事業に対する関心

の高まり、施設間差是正を挙げた。3 年間基幹施設を中心に進め

てきた事業をさらに進展させる上で、一般施設の標準化事業の推

進が急務であると述べた。その方法として日本臨床衛生検査技師

会や日本医師会が行っている外部精度管理調査の成績を基に、成

績が振るわなかった施設へのフォローが重要になってくると報

告した。 
愛知県臨床衛生検査技師会の松本会長は「愛知県臨床検査標準

化協議会」(AiCCLS)の活動を紹介した。平成 18 年に日臨技から

提示された「臨床検査共有化ガイドライン」に基づき組織体制を

整え、これまで８種類の標準化ガイドラインを発行した。 
平成 20 年度からはパッチワーク方式によるデータ乖離施設へ

の支援・検証作業を行い、愛知県下の標準化に貢献している現状

を述べた。「精度管理調査結果検討会」では精度管理調査結果で

データの乖離が見られた施設の原因究明をサポートし、高い評価

を得ている。 
また、成績が振るわない施設には具体的な改善策を立案し、実

試料検体による基幹施設と対象施設の同時測定を行い、データの

整合性が得られと「測定値整合性証明書」を発行していると報告

した。 
細萱氏は、標準化事業の今後の展開について、1）臨床検査精

度管理調査の全国・地域別実施手順に関する日臨技指針の策定、

2）臨床検査精度管理調査および検査値標準化事業に用いる情報

処理システムの再構築、3）臨床検査データ標準化事業の継続に

向けた日臨技・地域内役割分担指針および正確さ維持指針の策定、

4）標準化データによる広く共有できる基準範囲の設定、5）臨床

検査室の精度保証認証制度の構築、6）臨床検査精度保証教本の

発刊、等について報告をした。 
3 年間の臨床検査データ標準化事業を展開し、標準化された信

頼性の高い検査データの提供、そして国民が安心して検査を受け

られる臨床検査室の精度保証認証精度を確立するためには、少な

からず人的、経済的負担を強いられる。 
世界に先駆けて、全国の臨床検査データの標準化を推進した実

績を有効活用するためにも、国民や厚生労働省、国会および日本

医師会に働きかけて、これらの成果を診療報酬に反映させること

が必要である。 
経年的に標準化された臨床検査データを一定の品質で継続的

に提供するため、都道府県技師会は臨床検査デ－タ標準化推進の

基盤整備を図り、全国の臨床検査技師は努力することを忘れては

ならない。 
外部精度管理調査試料に正確な値付けを行う基準検査室の設

置、日臨技と都道府県技師会、そして関連する団体と協調体制を

構築することにより、臨床検査データ標準化のさらなる推進が期

待できる。               【五内川里子】 
 
◆臨床検査室の精度保障認証制度 
当会では平成 19 年度より、臨床検査データ標準化を実現する

ために基幹施設ネットワークを構築し、全国的な標準化を実現す

るための事業を開始した。 
各都道府県技師会の理解と協力を得、過去 3 年間の活動により

全国の施設間検査データの互換性は高まり、今後も引き続き検査

データの信頼性を維持管理するために、当会主催の外部精度管理

調査およびデータ標準化事業に参加し、信頼性が十分保証されて

いると評価できる施設に対して、精度保証臨床検査室として認証

する制度を発足することとなった。このことについては既に会報

JAMT および HP に公開されている。 
現在、日臨技の中に設置されている検査値標準化部会委員の協

力を得ながら鋭意準備を進めている。会員には繰り返し同じよう

な情報が様々な場面で流れると思うが、全体の流れをつかみ受審

に向けての準備を進められるようお願いする。 
＜認証範囲＞ 
 当会が主催している臨床検査データ標準化事業で実施している

項目 
 TG、HDL-C、LDL-C、TC、GLU、CRE、UN、UA、AST、

ALT、GGT、CK、ALP、LD、AMY、ChE、Na、K、Cl、Ca、
ALB、TP、TBIL、IP、Fe、CRP、HbA1c、および CBC（DBIL、
IgG、IgA、IgM は対象外） 

＜認証の手順＞（図） 
１．申請検査室は所属の都道府県技師会認証委員会に申請書類を

提出する。 
２．都道府県技師会認証委員会は認証基準に従った審査を行い、

要求事項を満たす施設を日臨技認証委員会に申請する。 
３．日臨技認証委員会は審査の結果、要求事項を満たす施設を精

度保証臨床検査室として認証し、認証書を発行する。 
＜認証基準＞ 
１．当会主催の外部精度管理調査 
①申請時から遡って 4 年以上参加していること。 
②自施設で実施している項目はすべて参加していること。 

15 項目以上、CBC 必須。 
③許容正解項目数／参加項目数の比率が、毎年 90％以上である

こと。 
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２．都道府県主催の外部精度管理調査 
①平成 19 年以降の調査に毎年参加していること（申請初年度は

1 年以上）。 
②自施設で実施している項目はすべて参加していること。15 項

目以上、CBC 必須。 
③評価対象項目の 80％以上が正解であること。 
④ヒト実試料に近い試料を少なくても 1 つ以上用いていること。 
３．自施設内精度管理 
①基準的測定法が確立している検査項目は、施設内で標準化を実

践していること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②標準化実施項目の全項目について、内部精度管理を行い、 
Xbar-R 管理図等の記録があること。 

③内部精度管理および外部精度管理において、±3SD を超えた測

定値がみられた場合の対策と記録があること。 
４．人的資源 
①検体検査室に、臨床検査技師の会員がいること。 
②申請者（申請代理者）が生涯教育研修制度を履修していること。 
③精度管理に関する研修会に年に 1 回以上参加していること。 
〟 

【岩上みゆき】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会報 JAMT 精度保障事業関連記事 
 

Vol.12 No. 3 P 2 ＜平成 18 年 3 月 1 日発行＞ 
  ＜日臨技データ共有化事業＞ 
 Vol.12 No. 8 P 1 ＜平成 18 年 8 月 1 日発行＞ 
  ＜日臨技標準化事業スタート＞ 
 Vol.12 No. 8 P 2 ＜平成 18 年 8 月 1 日発行＞ 
  ＜日臨技と JCCLS コラボレーションによる 
             標準化プロジェクト＞ 
 Vol.12 No.11 P14 ＜平成 18 年 11 月 1 日発行＞ 
  ＜日臨技臨床検査精度管理調査＞ 
 Vol.13 No. 3P 1 ＜平成 19 年 3 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 18 年度精度管理調査報告書＞ 
 Vol.13 No. 5 P 1 ＜平成 19 年 5 月 1 日発行＞ 

＜初の臨床検査データ共有化事業全国代表者会議＞ 
 Vol.13 No. 8 P 1 ＜平成 19 年 8 月 1 日発行＞ 
  ＜臨床検査データ標準化事業活動本格スタート＞ 

Vol.14 No. 4 P 5 ＜平成 20 年 4 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 19 年度臨床検査精度管理調査報告会＞ 
 Vol.14 No. 5 P 6 ＜平成 20 年 5 月 1 日発行＞ 
  ＜日臨技臨床検査データ標準化事業基幹施設決まる＞ 
 

 

 Vol.14 No.10 P 2 ＜平成 20 年 10 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝1＝＞ 
 Vol.14 No.11 P 2 ＜平成 20 年 11 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝2＝＞ 

Vol.14 No.12  P 3  ＜平成 20 年 12 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝3＝＞ 

Vol.15   No. 1 P 2 ＜平成 21 年 1 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝4＝＞ 
 Vol.15 No. 2 P 5 ＜平成 21 年 2 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝5＝＞ 

Vol.15 No. 3 P 2 ＜平成 21 年 3 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業解説＝6＝＞ 
 Vol.15 No. 6 P 2 ＜平成 21 年 5 月 1 日発行＞ 
  ＜平成 21 年度日臨技臨床検査精度管理調査＞ 
 Vol.15 No. 9 P10 ＜平成 21 年 9 月 1 日発行＞ 
  ＜標準化事業―全国で共有できる基準範囲･･･＞ 
 Vol.15 No.11 P 1 ＜平成 21 年 11 月 1 日発行＞ 
  ＜臨床検査室精度保証認証制度始まる＞ 
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◆ 公益事業Ⅱ部          【川島 徹】 
日臨技認定技師制度は、臨床検査技師の各専門領域の質を担保

し、第三者による認定により、専門検査技師としての社会から価

値と評価を受けるべく職能団体である日臨技が生涯教育制度の

専門課程の延長上に位置する制度として開始したが、前号でも示

したとおり、専門課程の延長上に限局するのではなく、生涯教育

研修制度そのものを認定制度と位置付けることが、臨床検査(技
師)の社会的評価につながるおおきな事業である。 
前号の会報で、当会認定事業の今後の在り方について概略説明

をしたが、ここではその詳細を示す。 
○ 平成 18 年度に認定一般検査技師制度から始まった日臨技認

定センター試験は、5 年目を迎えて認定一般検査技師は、277 名

（合格率 61.7％）となっており来年度からは、更新時期を迎える。 
下図に示すとおり、年々合格率が低下しているのが現状である

が、今後は合格率がどのように変化するかが問題となる。しかし、

更に重要なことはこの認定を受験する意義である。単なる資格の

取得、謂わば、冠としての認定ではない。検査術者としての責任、

(職能)組織としての責任、また、臨床検査(技師)への評価、診療

報酬への反映等を講習会を通じて教育する予定としている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 平成 19 年度から開始された認定心電検査技師制度は、4 年

目を迎えて認定心電検査技師は、325 名（合格率 79.9％）となっ

ている。合格率は、今のところ安定しているかに見えるが、心電

検査に従事する検査技師の層の厚さを表しているのか？これも

同様に推移を見守る必要がある。また、心電学会の講習会を含め

た指導がよいことが推測されるが、今後の合格率を含めた受検者

数の変化が、認定制度がどのような技師を認定しているといった

問題にも影響してくると考える。 
○ 平成 19 年度に認定染色体遺伝子検査技師制度として発足し

た本制度は、平成 21 年度は、試験内容が染色体と遺伝子に分け

ての試験へと移行している。毎年受験する検査技師の数は少ない。

すでに染色体遺伝子検査学会の認定取得者については、過渡的処

置を行い、新たに認定臨床染色体遺伝子検査師の認定証を付与し

た 30 人を除けば、受検者は数名にすぎない。染色体検査は重要

な検査ではあるが、病院検査室における染色体検査そのものが外

注化の現状であり、この領域の就業技師数が少なく、その改善の

兆しも見えない。したがって、当会の本認定制度を根底から見直

す必要にせまられている。今後は、関連専門学会との協議が必要

なことは前号でも示したとおりである。 
以上の経緯を検討し、日臨技認定センター下図の組織により運

営する。 
１．日臨技中央認定委員会：  

ここでは、日臨技認定技師制度の基本方針や、今後の中長期

的展望や認定の展開や価値の創生について検討する。 
２．日臨技認定協議会：  

ここでは、各認定検査技師制度間の認定レベルの評価調整や、

年間計画、将来計画などについて検討する。 
３．各認定検査技師審議会： 

この審議会内部に WG（ワーキンググループ）を設置し、認

定試験のあり方、カリキュラム、受験・更新・資格審査、試験

問題についての実務を担当する。 
 
※ 認定染色体遺伝子検査技師制度は、前述したとおり、今後、

専門学会との調整が必要であるが、日臨技認定センター事業とい

うよりは、認定機構による認定制度としての調整を考慮する。 
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◆各認定技師制度の平成 21 年度経過と平成 22 年度の予定 
１．認定一般検査技師制度 
平成 21 年度よりは各県、地区等において認定更新のための指

定研修会の開催が始まり、資格更新のためのクレジット付与が軌

道に乗り出した。 
第 59 回の医学検査学会でも行列ができるスキルアップ研修会

が開催され多くの参加者があり関心の高さが表れている。 
しかし、領域が広く専門学会との連携のない認定試験がどう評

価されてゆくのか今後の問題である。 
一般検査という広範囲な領域をカバーできる専門学会は、泌尿

器学会とした場合、尿検査に限定していく等、今後の方向性がこ

の認定試験の重要なカギを握る。 
平成 22 年度は資格更新が開始される初年度であり、更新手続

きを遅滞なく実行する。 
２．認定心電技師制度 
平成 21 年度は心電学会企画の認定更新研修会を全国 5 地区に

おいて行い 400 名以上の参加者を得た。 
平成 22 年度は、東京、大阪の 2 か所で 9 月頃に認定更新研修

会を開催する計画としている。 
また、各都道府県技師会・地区技師会においても研修会を開催

する予定としており、積極的参加を期待する。 
３．認定臨床染色体遺伝子検査師制度 
染色体および遺伝子の検査は、確定診断につながる検査でもあ

り、今後も就業者が限定されて行く傾向もあることは前述したが、

平成 21 年は、これまで過去 2 回認定試験を実施した染色体分野

に加え、遺伝子分野の認定試験を実施した経緯により、本年度も

同様に実施する予定としている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆今後の各種認定技師制度に向けて 
当会の認定制度そのものが初期段階であることは事実であり、

各種認定制度が何を目的とするかという、あり方や認定の活用法

については、職能団体である日臨技が実施している事業であり将

来的に社会から評価を得られる認定技師制度やさらには、専門技

師制度へと発展させてゆくことが今後の課題である。 
 
後に、今年度、第 59 回日本医学検査学会でも討論された認

定総合監理検査技師制度については、平成 21 年度に制度そのも

のの意義を明確にすることが重要との認識からワーキンググル

ープ（総合監理技師制度 WG）を立ち上げ、今年度内にまとめる

こととなった。 
本制度は職能団体である日臨技として臨床検査技師の人財育

成の観点からも重要な役割を持つと考えられる。 
会員一人一人が個人の資質を向上させ、医療施設や会社、技師

会組織等の強化の図り、将来的に日本における制度変革に耐えう

る力や日本の制度自体を変革させうる力を次世代に継承するこ

とが我々の将来を左右する。ことはいうまでもない。 
認定の質と価値の向上については、この認定制度が将来付加価

値を創生して会員にとって質を担保し、技術評価の指標になれば

職能団体としての本来の存在意義となりうる。 
すなわち、日本の医療制度をはじめ社会そのものを動かす検査

技師を可能な限り早期に誕生させることが課題である。 
 

※ 下図中、認定心電技師は認定心電検査技師、認定臨床染色体

検査技師は認定臨床染色体検査師である。 
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◆ 総務部                                       【金子健史】 
 平成 20 年度からの継続事業(積み残し事項)である、年会費の口座振替(自動引き落とし)がいよいよ日の目を見ることとなった。これ

については、会員から「総会で承認されているのに何故実行出来ないのか？」などの問い合わせやお叱りをいただいているところであ

るが、やっと準備が整った段階であり遅れたことへのお詫びを申し上げる。 
 
 これは、会員の利便性や施設を代表して会費徴収をして頂いている方々の精神的負担を軽減する目的も含んでおり、平成 23 年度か

ら口座振替とコンビニ支払いを導入する。 
口座振替は、初回のみ振替手続きが必要ですが振替手数料は無料であり、コンビニ支払いと郵便振替の場合は振込手数料は自己負担

となることを留意願いたい。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜振込先も替わります＞ 
 今までは、日本臨床衛生検査技師会(日臨技)には、各都道府県技師会(地臨技)を通して入金や技師会手続きをしてきた。また、年会

費も、日臨技年会費 10,000 円と地臨技年会費を同時に地臨技に

納入すると、地臨技では日臨技へ 10,000 円の入金をするととも

に、継続手続きを行っていた。 
その事務作業の代行料として、地臨技に会員一人当たり幾らで

事務手数料が支払われていた。 
しかし、現在は社団法人相互の会計処理が問題視され、支払い

の名目が変わり、業務委託処理費と称している。 
そのため、前納した会員と当年度内に納入した会員では金額が

異なることとなっている。 
これは、日臨技の年会費は定款により前納制となっているため、

差別化されていることになる。 
入金時期は、各地臨技では入金された金額を確認し、会員管理

システム(JAMTIS)への登録を手作業で行っている。 
日臨技では、会員の利便性とともにこの地臨技の業務軽減を目

的として、口座振替とともに日臨技直納を導入することを平成 20
年度総会に提案し、承認を受けた。平成 21 年度総会提案事項の

会員カード化については、引き続き準備段階であるため今少しお

待ちいただきたい。この実施により、今年度執行部の「臨床検査

生涯手帳」構想が実現することとなるため鋭意努力する。 
 
 今年９月頃から会員宛に口座引落に関する必要書類

の送付を開始することとしている。 
必要事項を記入の上、同封の封筒で返信していただ

く･･･手続きはそれだけです。 
 

 口座引落を希望されない会員はコンビニ振込となる

が、その場合には振込手数料は各自で負担して頂くこ

とになる。 
 また、今後は地臨技と別納となるが、地臨技から希

望があれば、日臨技に一括入金も可能としているので、

詳細は各地臨技の事務所にお問い合わせいただきたい。 
 

今後、詳細については、会報などで、順次ご案内を

します。 
 
 
 
 
 
 

 

方 法 メリット デメリット 

口座振替 
口座登録は初回のみ 

振替手数料が無料 
口座振替の手続きが必要 

コンビニ支払い 
施設数が多く、簡便 

365 日 24 時間対応 
振込手数料が自己負担 

郵便振替 全国津々浦々に施設がある 振替手数料が自己負担 
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臨床検査技師賠償責任保険 

人格権侵害について 
 
前号の会報 JAMT（Vol.16 No6）では、

「事例から学ぶ臨床検査技師のリスクマ

ネジメント」について、ご報告いたしま

した。 
今回は、「臨床検査技師賠償責任保険」

に含まれる補償の中で、お問い合わせい

ただくことが多い「人格権侵害」につい

て、パンフレットを補足し説明させてい

ただきます。 
また、会員のためのリスクマネジメン

ト策として、刑事事案に備えた日臨技の

共済制度についても簡単にご紹介します。 
１．人格権侵害 
ご案内いたしておりますとおり「臨床

検査技師賠償責任保険」は、日臨技の会

員である臨床検査技師が業務遂行中、 
○他人の生命、身体を害した場合＝対人

事故（保険金：1 事故 1 億円、保険期間中

3 億円を上限） 
○他人の財物を損壊（滅失、き損、汚損）

した場合＝対物事故（保険金：1 事故・保

険期間中 20 万円を上限） 
○他人の人格権を侵害した場合＝人格権

侵害（保険金：1 名・1 事故・保険期間中

100 万円を上限）－に、当該会員が負担

しなければならない法律上の損害賠償責

任を補償する保険で、ここでの人格権侵

害とは、「臨床検査技師の不当な行為によ

って、患者さん等の自由、名誉、プライ

バシーを侵害した」行為を言い、具体的

には、主として次のような事項が挙げら

れます。 
１）不当な身体の拘束 

     “不当な身体の拘束”とは、

客観的に見て医療上の緊急避難を必要と

される場合を除き、本人の同意なく身体

を拘束するケースを指しています。 
通常、精神病棟等における不当な拘束を

想定しており、臨床検査技師の通常業務

内においては具体的に想起されることは

少ないように思われます。 
 しかし、「不当」の概念に個人差が生じ

る場合があることや、特殊事案を全く排

除することができませんので、当保険の

担保範囲としております。 
２）患者情報 

①情報管理 
一般的には、紛失、盗難等による患者

情報の流失に伴う損害賠償は、個人情報

保護法に基づき、情報管理者（医療機関）

がその賠償責任を負担すると考えられて

おります。 
ただ、臨床検査技師の不注意で患者情

報が第三者の知るところとなり、当該患

者がプライバシー等を侵害されたとして、

その臨床検査技師を特定したうえで損害

賠償を請求してきた場合は、当保険で補

償することができます。 
②患者情報の表示行為 

臨床検査技師が本人の責任で「口頭ま

たは文書もしくは図面その他これらに類

する表示行為」を行った時、誤って患者

さんの人格権を侵害する内容が含まれて

おり、その賠償責任を求められるような

場合には当保険で補償することができま

す。 
具体的には、 
「発表した論文に、誤って患者さんの名

前が入っていた」 
「学会発表の中に、患者さんを特定でき

るような内容が含まれていた」 
「講演会で、誤って患者さんの名前を出

してしまった」等が想定されます。 
３）セクシャルハラスメント 
臨床検査中にセクハラを受けたとして

患者さんが臨床検査技師を訴えるケース

も出てきています。 
その中には、刑事事件にまで発展した

事例もあるようで、臨床検査技師のリス

クの中でも、特に注意を要する事項の一

つといえます。 
「臨床検査技師賠償責任保険」において

は、 
①「通常の業務規定に沿って行った行為」

をセクハラとみなされ、患者さんから人

格権を侵害されたとして損害賠償を請求

された場合は、その補償対象となります。 
②セクハラの事案は、図のようにその判

断が微妙なケースが多く、また、刑事訴

追も想定されるような場合もあります。

このような時、その刑事訴追を逃れるた

めに、民事的解決を急ぐこともあります。 
 
当保険でも「通常業務範囲であり、故意

ではない行為」ではあったが、患者さん

からセクハラとして刑事訴追され、この

訴追を取り下げていただくために民事解

決を急ぎ 100 万円の保険金を支払った事

例があります。（保険会社が被保険者の民

事的責任を認める必要があります。） 
２．日臨技の共済制度 
臨床検査技師が何らかの医療紛争に巻

き込まれた場合、その責任としては、大

きく民事責任と刑事責任があります。 
日臨技には、会員が業務中に正当な行為

を行っていたと考えられるにも拘らず刑

事事案に巻き込まれた場合に備え、独自

の共済制度が設けられています。 
 
 

質疑コーナー Q&A 
Ｑ；引落時期、入金時期は、いつ頃ですか。 

Ａ；現在、３月 27 日を予定しています。尚、平成 23 年度以降は、継続会員の年会費納入が出来なくなりますので、ご注意ください。 

Ｑ；残高不足などで口座引落が出来なかった場合、どうなりますか。 

Ａ；口座引落の方だけ、1 ヶ月後、再引落をします。 

Ｑ；何故、口座引落には振込手数料がなく、コンビニ振込には手数料が必要なのですか。 

Ａ；口座引落では、入金から会員管理までコンピューター処理で行いますので、事務作業が軽減されます。 

Ｑ；日臨技と地臨技が別納になると、会員とって不便になります。 

Ａ；申請のあった地臨技には、同時徴収することが出来ます。詳細は、地臨技へお問い合わせください。 

Ｑ；年会費を納めなかった場合、どうなりますか。 

Ａ；退会届けが出るまで、会費未納者扱いとなります。 

Ｑ；口座引落は、年会費だけですか。 

Ａ；研修会参加費や学会参加費、図書購入などへの応用を検討しています。また口座引落の方だけの特典なども検討しています。 
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その内容は、「訴訟費用」「弁護士費用」

「訴訟期間中の経費」などを、定められ

た共済規程に沿って援助するものです。 
医療紛争が激増する中、民事責任に加

え臨床検査技師に関わる刑事案件も散見

するようになりましたので、この共済制

度をご紹介しておきます。 
 
次回からは、日常生活では馴染みの薄

い保険用語等を分かりやすくご説明する

予定です。  
【臨床検査技師賠償責任保険取扱代理店 

(株)メディクプランニングオフィス】 
 
************************************ 
参議院議員比例代表（全国区） 

あかいし清美 氏を推薦 
 
今回の参議院選挙に当会渉外制度担当

理事の赤石清美(あかいし清美)氏が自由

民主党からの立候補を表明しました。 
これを受け、第 3 回理事会（平成 22 年

6 月 12 日開催）において審議の結果、当

会として推薦することに決議しました。 
もともと、日本臨床衛生検査技師会(本

体)としての国会対策としては、人間医療

の一端を担う検査技師として、更に、検

査技師としての声を国政と届けるために

も偏った政党を支援するのではなく超党

派での対応を表明しており、すでに、第 2
回理事会(平成 22 年 5 月 15 日開催)にお

いて、その推薦要件を＜ 臨床(衛生)検査

技師の衆・参議員立候補への対応につい

ては、公約趣旨が会(会員)にとり有効と判

断される場合は、党派に関わらず理事会

決議に基づき推薦する。ただし、1)本人

から推薦要望があること、2)当会会員（検

査技師）であることを要件とする＞こと

を決議しております。 
このことから、この度の赤石清美氏の

推薦を決定いたしました。本来であれば、

各政党から当会会員の臨床検査技師が立

候補することが望ましいと考えますが、

今回は 1 名の立候補となっております。 
今後、会員からの立候補を期待するも

のであります。 
************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
◆ みんなで、やろうぜ！ 
 皆様、平成 22 年度理事として就任いたしました赤石清美です。 

私は 1971 年に臨床検査技師になり、40 年間医療現場で働いて参りました。この間、

日本の医療サービスは高度成長とともに急激な発展を遂げ、アメリカやヨーロッパと

並ぶ医療技術の先進国となり、アジア各国や諸外国からも日本の医療技術を学びに来

ています。しかしながら、少子高齢化の急速な進展、医療技術の専門化・高度化など

の変化や、低コストのサービスを提供する中国などのアジア諸国の台頭や行政・政

治・民間企業が一体となって技術開発を進めているアメリカなどに、ここ数年、日本

の医療が遅れを取り始めてきています。革新的な医療技術開発や先進医療の導入は、

１つの病院や民間企業だけで行うことができないほどの巨額の投資を伴います。我が

国の医療提供体制を再構築することが喫緊の課題となっています。 
単なる、医療技術者の待遇改善にとどまることなく、国民一人ひとりが安心して暮

らせるような医療制度を確立していくことがもっとも重要であると感じております。

 患者さんの治療を行うためには、さまざまな職種の人びとが連携を取りながら治療

を行っていることは改めて申すまでもありませんが、このようなプロフェッショナル

の仕事をしている人びとがチーム一体となって、初めて質の高い医療サービスを提供

できるのです。まさに「みんなでやろうぜ！」です。 
ところが、医師や歯科医師、看護師や薬剤師の方々の声が政治に届くことはあって

も、医療の現場で様々な仕事をしている、歯科技工士や歯科衛生士、言語聴覚士、義

肢装具士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、

栄養士やあん摩・マッサージ指圧師、そしてわれわれ臨床検査技師の声を直接政治に

届ける機会はほとんどありませんでした。 
私は、医療従事者として臨床検査の現場で働いた経験を国政の場で活かしたいと思

って日々努めております。 現在、全国各地を回り、さまざまな職種のさまざまな立

場の方のお話を伺い、私自身の政策も聞いていただいております。その時、私は医療

技術者に対する国民の認知度の低さを痛感いたします。われわれ医療技術者の業界自

身が、もっともっと PR をすべきであったかもしれません。医療技術者の仕事をもっ

と多くの皆様に知っていただく努力を続けていく所存です。 
 一方では、医療技術者の待遇改善だけをそのまま行うと、国民の負担は増すのでは

ないかと質問を受けることがあります。私は、現在の診療報酬体系の在り方、意思決

定のしくみなど根本的なところから見直していけば、国民にコスト負担を強いること

なく、より質の高い医療サービスを提供できると確信しています。 
医療の世界はまだまだコスト削減の余地はあります。民間企業の経営に携わってき

た私自身の経験も存分に生かしたいと思っています。 
特に、本技師会での渉外法制部理事として、診療報酬対策委員会を通じ、皆様のご

意見をお聞かせいただき診療報酬点数改定などを引き続き厚生労働省保健局へ要望

し、医療技術評価の向上に努めてまいります。           【赤石 清美】

「染色体遺伝子検査の基礎と臨床応用」 定価 3,000 円 
 
本書は、染色体遺伝子の発展がわかる総論から基礎編さらに検査診断編で構成さ

れ、実際の検査技術の基礎から臨床応用までを臨床検査の視点から網羅しています。

また、文末には資料として「分子生物学関連用語」が収められています。関連用語

する用語を簡潔にわかりやすくまとめているため理解の手助けとなります。 
認定臨床染色体遺伝子検査技師受験を目指す臨床検査技師にとって必須の教科書

であるばかりでなく、検査の結果を診断や病態解析に生かす臨床医をはじめ、これら

を学び始める医学生や医療家学生の教科書としても貴重な 1 冊です。 
P 13
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◆ Singular Point･･･  

物理学上の専門用語にシンギュラー・

ポイントと言う言葉があります。 
これは特異点、分岐点と訳されますが、

これは決して物理学的だけではなく、こ

の人生、社会もこのシンギュラー・ポイ

ントで左右されていると言えます。 
歴史的にはサラエボでセルビヤの一青

年が撃った一発の銃弾が、オーストリア

の皇太子に命中したことで第一次世界大

戦が始まったのです。 
例えば、煙草の吸殻ぐらいと思って油

断すると、とんでもない大火事を起こす

こともあります。飲んだ席でついついい

い気になってフッと漏らした一言が大事

なシンギュラー・ポイントとなり喧嘩に

発展します。またその逆に、その一言が

共鳴され、自分の生活、活動がよい方向

に急転させることもあります。このよう

に、多くの人生、社会、自然がシンギュ

ラー・ポイントに左右されています。 
身の回りを見ると、我々の取り巻く環

境の変化や新公益法人法の施行により、

このシンギュラー・ポイントが近づいて

います。これから我々がなすことが将来

大いなる幻想に終わってしまうのか、ま

た夢を与えられるかは、我々が大所高所

に立って先が見通せるかどうかにかかっ

ているのです。 
私は歴史、特に明治維新の群像が好き

です。いま、NHK では龍馬伝や坂の上の

雲が放映され、ブームになっています。

龍馬が維新の立役者として慶喜の大政奉

還を引き出しました。この明治維新とい

うのは革命ではなく、革新、新しく改め

るということです、他国にあるのは常に

革命であって、この日本のような明治維

新は他国にはありません。その後、坂の

上の雲では、日本は欧米に追い着き追い

越せで、富国強兵を目指しその坂に浮か

ぶ雲に向かって必死になりました。 
日清戦争が起こり勝利した日本は、欧

米諸国に見習って遼東半島を統治下に置

きましたが、三国干渉によってロシアに

領土をとられ、朝鮮半島をめぐって日露

戦争が勃発することになります。 
ロシアは大国であり、世界は日本が負

けることを予想しました。ロシアは制海

権をとるために日本海に世界 強のバル

チック艦隊を結果的に永遠の航海の旅に

つかせました。 
秋山真之を作戦参謀に置いた日本はそ

の間、バルチック艦隊を迎え撃つために

日本艦隊を新鋭艦隊にすることに全力を

傾け、イギリスに注文して新しい戦艦を

購入して新鋭連合艦隊を作ることに成功

しました。 
     日清戦争の経験によって海 

上での艦砲射撃は非常に確率

が悪い事を悟り、艦隊に来る日も来る日

も厳しい訓練を重ねました。その努力に

よって日本連合艦隊はエリート集団にな

ったのです。日本海対馬沖にバルチック

艦隊が現れ、日本はこの海戦に敗れたら

ロシアの属国になるとの悲壮感漂う想い

のなかで「敵艦見ゆとの報告を受け、連

合艦隊はただちに出動する、天気晴朗な

れど波高し」が打電され、連合艦隊には Z
の旗を掲げ出動しました。 
バルチック艦隊は艦隊を 2 セット持っ

ていました。日本艦隊は 1 セットしかな

い不利な状態がありましたが、バルチッ

ク艦隊の 2 セットは新鋭艦隊と旧艦隊の

混合でした。その為、海戦上での速力、

精度、回転などちぐはぐな艦隊運動にな

り、一連の集中戦闘ができず日本にとっ

ては幸いしました。また、日本海軍は驚

いたことに、海戦が始まる前に甲板をき

れいに清掃消毒し砂を播きました。その

上に全ての戦闘員を風呂に入れ、真新し

い消毒した海軍の制服を身につけさせま

した。これは、甲板にいる戦闘隊が血ま

みれになり滑りやすくなり傷つくことを

予想し、また、敗血症になるのを防ぐ為

でもありました。（この海戦では、ロシア

海軍は戦闘前に作業服に着替えたので

す。）ここまで首脳部が配慮した戦争はな

いでしょう。 
バルチック艦隊を撃滅させ、完全な勝

利を収めた日本のエリート集団である日

本艦隊は当に神がかりと言うべきで、海

戦の歴史上このような完全勝利はあり得

ません。 
世界は固唾をのんだのでした。新旧の

混ぜ合わせの 2 セットの艦隊に対して新

鋭連合艦隊 1 セットで戦い、集中攻撃を

なし得たエリート集団を作った日本海軍

はすごかったと思います。しかし、日本

にとってこれがシンギュラー・ポイント

になり、白人の国に勝利し高慢になった

軍部は第二次世界大戦に突入していった

のです。 
さて、この歴史はいろいろな意味で示

唆を与えてくれています。我々もこのよ

うな旧態の考えを廃し新鋭のエリート集

団にならなければなりません。またその

場で勝利してもシンギュラー・ポイント

は負の遺産にもなりかねません。真摯な

態度で、技師会をエリート集団として永

遠に継続させる見識を持たねばなりませ

ん。今、その singular point なのです。

我々は大いなる改革を行わなければなり

ません。その為には全ての人が大いなる

覚醒をする時なのです。 
           【才藤純一】  

*********************************** 
 
◆ 雨ニモマケズ･･･ 
 

私宅のすぐ近くに宮沢賢治の詩碑があ

ります。この碑は「雨ニモマケズ・・・」

の詩の後半から 後までを刻したもので、

今から 74 年前の昭和 11 年（1936）11 月

21 日に建立されました。 

 
 
この詩碑、宮沢賢治に関係する碑では

国内で 初の記念すべき碑なのです。そ

してこの詩碑には面白い、「深いい～！」

いい話があるのですが、今年 6 月 2 日、

この「「雨モマケズ・・・」全文の新しい

読解碑なるものが同じ場所で詩碑の前に

突然出来ました。 
旧詩碑の文字が読み取りにくくなった

と言う理由でしたが、訪問客の方にとっ

てはやはり「野原ノ松ノ林ノ蔭ノ・・・」

から始まるより、「雨ニモマケズ・・・」

から始まらないと解らないと言う意見が

多くあった事は否めません。確かに全文

が碑にあれば 高です。それは詩碑を建

立する当初からあった問題で、始めは「雨

ニモマケズ・・・」の詩ではなく「業の

花びら」が選定されていたようです。 
しかし難解な詩であり、もっと一般の

人に解り易い詩はないものか話し合った

時に宮沢賢治の父、政次郎さんが賢治の

手帳に書きつけてあった「雨ニモマケ

ズ・・・」が良いと言ったそうです。確

かに宮沢賢治の心からの自戒の精神が盛

り込まれた結論的な詩でもあり「雨ニモ

マケズ・・・」が 適だと判断した事は

先見の明がありました。 
しかしこの詩は長文で碑に刻むには困

難です。どうしても詩を二分しても詩碑

にしたいと言うことで、後半の「野原ノ

松ノ林ノ蔭ノ・・・サウイウモノニ ワ

タシナリタイ」となりました。そして詩

碑の揮毫は当時、日本芸術界の 高峰に

いた高村光太郎先生に依頼、その後間も

なく揮毫が花巻に届きました。それは漢

字も仮名も実に枯淡で高尚、何とも言わ

れない筆の跡だったのですが・・・・・・

なんと脱字「野原ノ松ノ林ノ・・・」の

「松ノ」が抜け、「行ッテソノ稲ノ束

ヲ・・・」の「ソノ」が抜け、「南ニ死ニ

ソウナ人アレバ行ッテ・・・」の「行ッ

テ」が抜けており、更に誤字「デクノボ

ー」が「デクノバウ」と誤筆されており

シリーズ 理事投稿 ＝4＝ 
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ました。しかし、当時の人々は「高村光

太郎先生は天下高名な方、田舎詩人のた

めに碑文を書いて下さっただけでも大変

な光栄であり、間違っているから書き換

えて頂きたいとは申し難いので、このま

ま刻んだ方がいい」と言う意見が圧倒的

だったそうです。いかにも「言いにくけ

れば黙ってしまう」岩手県人らしい対応。

そしてその揮毫のまま刻して除幕式が盛

大に行なわれました。 
当時、佐藤隆房（初代総合花巻病院院

長）は詩碑建設委員長としてどうしても

この誤字、脱字を何とかしたという思い

が止まりませんでした。 
昭和19年の夏、佐藤隆房は上京の途次、

思い切って高村光太郎先生を訪ね、相談

しました。高村先生は「大変申し訳ない

ないことをしました」と陳謝して「脱字

の追刻してある詩碑なんか天下にないで

しょう。これも型破りで面白いですな。」

と微笑みながら追刻の揮毫をご快諾した

そうです。 
そして昭和20年から高村光太郎が岩手

の花巻に疎開されていた時、昭和 21 年 1
月 3 日、この詩碑に自ら脚立に乗って筆

を取り「松ノ」「ソノ」「行ッテ」「ボー」

を詩碑に加筆しました。そして終始、高

村先生は上機嫌で「よくできました。こ

れはなかなか面白い。本人が追刻すると

いう事も面白いことだ」と言って笑って

いたそうです。 
人物の大きさ、誤字脱字の失敗を面白

きものに変える考え方（今で言うプラス

志向）、そしてどんな人にも思いやる気持

は流石、巨匠高村光太郎先生でしょう。

そして追刻を終えて帰宅する時に高村先

生は佐藤隆房に「今は私が先輩ですが、

将来は賢治さんが私の先輩になるでしょ

う。」と話したそうです。 
つまり、今は宮沢賢治は世に知られて

いないが、将来はもっと世に認められて

有名になることをその時に分かっていた

のです。やはり偉人にはすべて見えてい

たのでしょう。 
こんないい話があるにも関わらず、た

だ単に新しい読解碑なるものを突然造り、

旧詩碑の間違いだけを指摘する新聞記事

がしゃくに障った 6 月 2 日でしたが、少

しでもこんな話も残して行きたいと思っ

ております。 
そして出来た解読碑を見に行くと、な

んとこの詩が今でも論争となっている

「ヒドリノトキハ」の部分が「ヒ〔デ〕

リノトキハ」と勝手に書き直している。

これは決して良くありません。 
宮沢賢治の手帳には「ヒドリノトキハ」

としっかり書いてあります。宮沢賢治は

人一倍の推敲で何度も読み返し、何度も

書き直します。決してこんな単純な間違

いはしない人なのです。 
【伊藤茂雄】 

 

◆ 39 年ぶりの同窓会･･･ 
 

 平成 22 年 4 月 24 日、私の母校である

名古屋衛生技術短期大学の閉校記念パー

ティが名古屋のマリオットアソシアホテ

ルで盛大に行われました。参加者は学内

外からの来賓 66 名、招待者 74 名、同窓

生 742 名であったと後に同窓会 HP で知

りました。 
1966年に日本で 初の検査技師の学校

として創設され、6,702 人の卒業生を輩出

しました。当時寮生活だった私は、5 人 1
部屋の窮屈な生活の上に、寮長という責

任も押し付けられ、さらに、一生の中で

これ以上勉強したことはないという位勉

強させられました。 
建学の精神は“独創一理”「そうだったの

かなぁ？」というほど覚えていませんで

したが、祈り人形とがまん人形の映像が

出たとき、卒業の時頂いたことを思い出

しました。結婚をして住所が変わり失く

してしまったことに少し後悔！ 
「写真でふり返る短大の想い出」では若

かりし頃の自分が映し出され少し気恥ず

かしさを感じながらも当時の先生方のな

つかしい顔をみつけると感無量になって

しまいました。 

  
 

2 部の「感謝と交流の会」では、たいへ

ん失礼ながら、来賓の方そっちのけでの

交流、途中、係の方があまりのうるささ

に注意して回ってみえました。でも無理

ですよ。何といっても 39 年ぶりなのです

から。同じテーブルに同期生が集まり、

まるで学生気分、おそるおそる「･･･さん

だよね？」と聞くと「そうそう」と答え

が返ってくるや否や、「変わらないね。短

大時代のままやから」。自分ではずいぶん

変わったと思っているのに「うれしい！」

言葉でした。 
でも、一番うれしかったのは、会報

JAMT を見て後輩が声を掛けてくれたこ

と。「きっとここに来られると思っていま

した」と、なんと彼女は秋田から駆け付

けたとか。本当に脱帽です。男性陣は学

生時代から大人しくて女性に押され気味

でしたが、やはり今回も同様でした。わ

ずか2時間ほどの間に名刺交換も済ませ、

近況報告をし、慌ただしく過ぎてゆきま

したが、また、会えることを祈って帰路

に着きました。 
【山本初津恵】 

◆ 「うっ･･･？」 
 
今回は“知人”の貴重な体験談を紹介

しましょう。それは電気ショック体験で

す。 
皆さんは普段から医療に関わっている

方が多いと思いますが、この様な体験を

された方は少ないと思います。電気ショ

ック体験と言ってもでんじろう先生の雷

体験や静電気体験ではありません。医療

系のテレビドラマを見ていると心肺停止

状態の患者さんに除細動目的の電気ショ

ック、次の瞬間、体が持ち上がるあれで

す。かすかな意識の中で体験し聞いた事

を皆様にお話します。 
それでは皆さんを生々しい医療現場へ

とお連れしましょう。 
それは数年前の 12 月、全国学会の準備

が忙しい時この事件は起きたそうです。 
毎年恒例の病院忘年会が終わり帰宅途

中バスを降りた瞬間、「あっ、心臓が・・・」。

心臓の鼓動が乱舞し、呼吸をしていても

力が入らず浮ついた感じ。その“知人”

は以前にも同じ症状を体験しており、あ

わてず帰宅し風呂に入り、翌朝までその

まま放置しておいたそうです。 
一晩たっても、やはり心臓は昨晩の状

態を維持したまま。職場に行ったら内科

受診しようと心に決め、いつものように

朝食を済ませ仕事へと向かいました。 
検査室で心電図を取り、循環器の先生

に見せ、心房細動と診断され急患として

検査、点滴（患者体験）をしました。し

かし症状の改善は無く心臓は相変わらす

不規則な鼓動を呈したまま。○○さん、

いろいろ治療したけど戻らないので、入

院して午後、電気ショックによる除細動

をしましょう。と医師の説明に知人とそ

の家族同意のもと除細動を実施する事に

なったそうです。 
それでは、はじめますよ。 初に静脈

麻酔をしましょう。○○さん？『はい』

まだ意識がありますね。○○さん『・・・』。

この時の麻酔も初体験で、体の中を爽や

かな風が通り過ぎて行くような感覚だっ

たそうです。その後電気ショックによる

除細動が行われ、カルテを参照すると、

初は 100Ｊの電気ショック、次に 150
Ｊを 1 回ない回復せず、3 回目の電気ショ

ックを前に麻酔状況の確認で、○○さん。

その呼び声に『ハイ』とかすかな意識の

中で返事をしたそうです。 
「ちょっと覚醒が始まっているね」「麻酔

を足しましょう」と言う医師の声を聞き

ながら 3 回目の電気ショック。 
「うっ･･･！」この 3 回目(150Ｊ)と 4

回目(200Ｊ)の電気ショックを知人は覚醒

を始めた頭と体で感じていたそうです。

この時の様子を、真夏の炎天下ビールを

飲み寝てしまい真っ赤に日焼けした背中

を平手で思い切りたたかれ 
たような感覚が胸と脇に感 P 15
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じ、体は跳ねず、よじれたと言っていま

した。結局、5 回行われた電気ショックで

は戻らず、それから約 12 時間後自然とも

と通りに戻ったそうです。覚醒を始めた

事により貴重な体験となったと言ってい

ました。この内容は本当の話しであり、

その“知人”は現在も 200J 以上のショッ

クに立ち向かって、勿論、“大好きな煙草”

をやめることもなく、元気？に仕事をし

ているそうです。 
しかし、それ以降はワーファリン服用

のため、納豆禁の生活となりその事が悔

やまれると言っていました。ちなみに、

納豆は生きて体内で 3 日程納豆菌の作用

があるため食べる時期を変えても影響が

残り梗塞を起こしやすくなるそうです。

皆さんも体には気をつけましょう。 

ところで、“知人”･･･って、誰だと思

いますか？  
           【齊藤幸弘】 
*********************************** 

 
◆ お帰り！はやぶさ君･･･ 
 
 「ああ！やっと帰ってきたよ。ご免ね

待たせて･･･」 
こんな声が聞こえてきました。 
流れ星のような一筋の赤い光とともに、

7 年にもおよぶ大航海を終えた“はやぶさ

君”。地球と太陽 20 往復分にあたる 60 億

km の壮大な旅でした。 
 はやぶさ君は、日本の宇宙開発の威信

をかけて、平成 15 年 5 月 9 日に打ち上げ

られ、1 年後の 16 年に「スイングバイ」

といわれる地球の重力を利用した軌道修

正をおこないました。 
その後、17 年 7 月には姿勢制御装置の

1 基目が故障しましたが、9 月には目標の

イトカワに到着したのです。 
具合が悪いまま無理したためか、10 月

には 2 基目が故障し残りは 1 つになった

はやぶさ君！ こりゃ、まずいぞ！ 
でも、行けるところまで行け･･･てなこ

とで、11 月 20 日更に 26 日と着陸を試み

ました。えっ！今度は化学エンジンのト

ラブル発生･･･ 
「駄目だ！少し寝るは･･･」 

そのため、地球で見守る人達との話は

まったく出来なくなりました。 
 7 週間も眠り続けたはやぶさ君も、18
年の1月には眠りから覚めて･･･というよ

りは起こされたのでした。それは、イオ

ンエンジンの推進剤であるキセノンガス

を噴射されたのでした。そして、言葉も 
交わせるまでに回復しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そして、6 月太陽光の圧力を利用した姿

勢制御を行い、うろうろしていましたが、

19 年の春に「もう良いよ。帰っておい

で！」とお許しが出て、帰る準備にとり

かかったのでした。 初は順調に帰れる

と思っていたところ、21 年 11 月になり、

また疲れが出てイオンエンジンの寿命で

4 基のうち運転可能なものは 1 基になっ

てしまい異常停止してしまいました。何

とか帰すぞということで、動くものは何

でも使えとばかりにつなぎ合わせ、やっ

と運転が再開されました。その結果、6
月 13 日の帰還になったのです。 
 はやぶさ君は、“お土産”を入れた箱を

届けた後、自分は静かに去って行ったの

です。まるで自分で自分を褒めるかのよ

うに、感動の輝きを残して･･･ 
 はやぶさ君の“お土産の箱”には何も

入っていないようでした。何かオシャレ

なことをしてくれたようです。大きなお

土産は無くても、小さなお土産が無いか

どうかを今皆で探しているのです。 
 ところで、はやぶさ君とは別に世界初

の宇宙ヨット「イカロス」が宇宙の旅を

続けています。どこかで、はやぶさ君と

逢っているかもしれませんね。 
 このイカロスの帆は携帯電話の開発途

上での樹脂を使用しており、厚さは髪の

毛の 10 分の 1 程度だそうです。それと帆

の長さは一辺が 14ｍもあり船の中心に位

置する本体に折りたたんでいたそうです。

これは日本文化の“おり紙”の技術が存

分にいかされたものです。日本でなけれ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば出来ない芸当です。 
 ところでイトカワってどんな星なので

しょう。これは地球と火星の間を回る小

惑星で一番長いところで 540m しかない

のです。アメリカチームが 1998 年に発見

して、日本の宇宙開発の父とされる糸川

英夫博士の名前です。 
 もともと大きな天体があり、それが崩

れた後に破片が集合してイトカワになっ

たとされており、これを調べることで惑

星の誕生などを解明できるわけです。 
 この仕事には、宇宙開発史上初めての

ことが多くあり、日本の技術を世界に発

信できるチャンスです。こんなに世界が

注目している事業も、事業仕掛け人によ

って無残にも削られる社会は嫌ですね。

やはり、この手の仕事は 1 番でなければ

ならないのです。2 番では意味が無く、何

事も 2 番煎じでは駄目ですね。 
闇の仕掛け人には、何で“はやぶさ”

ではなく“はやぶさ君”かも理解出来な

いでしょう。 
これから国を作る子供たちには「こど

も手当」よりも、決して諦めてはいけな

い気持ちとロマンを与えることが、比べ

ものにはならない宝物ですね。 
今、失われた日本人の不屈の精神と日

本人の美徳のすばらしさ、日本の文化の

素晴らしさを教えてくれた“はやぶさ君”

ではなかったでしょうか。 【髙田鉃也】 
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日臨技認定センター お知らせコーナー！ 
認定指定講習会、認定試験など認定に関するお知らせコーナーです。 
詳細はホームページをご覧下さい。 

 

◇ 認定心電検査技師認定資格更新 指定講習会 
 
1) 主 催：中国臨床検査技師会 

日 時：平成 22 年 8 月 29 日(日) 8：50 
会 場：鳥取大学医学部保健学科棟 2F 講義室 

 

◇ 認定一般検査技師認定資格更新 指定講習会 
 
1) 主 催：関東甲信地区臨床検査技師会 

日 時：平成 22 年 8 月 21 日(土)～22 日(日) 
会 場：1 日目 14：00 日本大学医学部 第 2 臨床講堂 
    2 日目   9：00    日本大学医学部基礎教育研究棟 BF1 病理学実習室 

2) 主 催：長野県臨床衛生検査技師会 
日 時：平成 22 年 9 月 5 日(日) 9：00 
会 場：松本歯科大学 

 

◇ 糖尿病療養 指導第Ⅰ群単位認定 
 
対象研修会：第 17 回望星台糖尿病セミナー 
  日 時：平成 22 年 7 月 20 日(火) 午後 7 時～ 

     会 場：東海大学医学部伊勢原校舎 3 号館 1FA 会議室 

編集室 

 7 月号も、こんな感じで･･･ 
終わっちゃいました。 


