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平成 23 年度 事業方針＜総括＞ 
 

平成 23 年度は、一新された執行部の後期事業年度であるが、

更に、新法人への移行初年度としての重要な年度となる。 
日本臨床衛生検査技師会は、平成 24 年 7 月 27 日には創立 60

周年を迎える。また、公益法人としては、その 10 年後の昭和 37
年 12 月 21 日許認可以来、半世紀を経過する。 
この、いわば還暦を迎える時期に新法人への移行が叶うことは、

今後の当会並びに検査技師にとって大きな礎となることは間違

いない。 
この重要な転機に執行部を任せられることへの感謝の念を糧

に事業遂行をお約束したい。 
新法人については、数年来の調査並びに社会の情勢に鑑み検討

を重ねてきたが、当会現事業形態を重視した場合、今後、公益法

人としての事業展開が、必ずしも、会員に対して有効性が高いと

は言い難い結論を得た。 
これは会員のみならず、わが国の臨床検査業界全体を考慮した

結論であることは勿論である。 
然るに、国民への臨床検査を通じての公益性に富んだ事業展開

を怠るものではなく、むしろ、規制枠に囚われない自由に思いき

りの良い事業を行うためのものである。 
その、事業展開のためにも、当会マスタープランによる方針で

ある、「日本臨床衛生検査技師会総合研究所(日臨技総研)」を設立

したい。国家レベルに置き換えると、「小さな政府・大きな事業」

の構想である。 
本来、国として行うべき事業と考えられるデータ標準化事業は、

過去 3 年の実績により完成度が高まってはいるが、更に、その事

業展開を推進するとともに施設認証事業の展開も強力に推し進

めたい。 
現在の医療行政を見るに、システム作りが各方面で推進されて

いる。政治家や行政の役割は、システムの構築とそれら関連法を

制定することにあるが、誤解してはならないことは、システムは

人を創り得ないことである。その役割は、我々医療職種である各

団体に委ねられているとの認識から、臨床検査技師としての“人”

養成を行うことをお約束して 1 年を経過した。 
その基礎的調査も大詰めを迎え、日臨技教育プログラムの編纂

を終え、後期である平成 23 年度は実行の年となる。教育の場と

しての検査部門の編成をはじめ、研鑽の場としては、日臨技とし

ての有効となり得る政策的研修会として開催したい。 
先に述べた、創立 60 周年、更に、新法人移行に伴う節目とし

て、平成 23 年 11 月 11 日に創立 60 周年記念式典を挙行し、臨

床検査業務に対する厚生労働大臣表彰を同期に行っていただけ

るよう厚生労働省へ要望したい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼れず」(子罕第九)は、

何事にも惑わず、憂えず、何事にも恐れず立ち向かうことが重要

であることを説いた論語の言葉であるが、日本臨床衛生検査技師

会を構成する 5 万人の臨床検査技師が、この覚悟を持って臨むこ

とが出来、平常心を持って安心な臨床検査業務を遂行出来る成熟

した会を構築するよう努めたい。   ＜総会議案書再掲＞ 
******************************************************** 
 ※ 以下に、「会報 JAMT」2 月号に、平成 23 年度事業方針と

して掲載しているものに、修正あるいは補足説明を加えて記載す

る。議案書とともに読まれ、総会に臨むことを希望する。 
 
◇ 日臨技総合研究所(案) 

 同研究所は、シンクタンクの性格に加え、当会事業を推進する

事業体として、具体的調査を早急に開始し、平成 23 年秋の設立

を目指す。 
 その部門構成としては、 
◇ 政策部門 
◇ 調査研究部門 
◇ 総合精度保障部門(認定・認証部門) 

 ◇ 教育・研修部門 
 ◇ 事業部門 
の 5 部門を骨格とし、事務的処理のための事務局も設置する。 
 ◇ 日臨技総合教育プログラム(案) 
 同プログラムは、ほぼ全容がまとまり会員へは別途お示しする

がここでは、その概要ガイドラインとして記載する。 
 ＜前文＞ 

“国家 100 年の計は教育にある” や “米百俵”という言葉は 
教育の重要性を歴史が教えるところである。臨床検査技師が

願う理想は「国民への信頼と安心をもたらす医療」の発展と

「健康で活きいきとした日常生活」を支援するための証とな

る臨床検査の信頼性や確実性を高めることで社会へ貢献す

ることである。 
そのためには、臨床検査技師教育について抜本的な見直し

を図り、中長期的視野にたち将来の医療を担う臨床検査技師

を対象として臨床検査に関する技術・知識の教育や研修体制

を効率的に提供する必要がある。 
また、これらの教育研修を通じて会員一人ひとりが、自ら

国民に対する個々の臨床検査技師としての質の担保を図るこ

とが最も重要である。臨床検査領域の医療人たる知識・技術

共に兼ね備えた信頼と安心をもたらす臨床検査技師を養成・

育成することが重点課題であり、その達成は価値  
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 平成 22年度第 2回定期総会を、平成 23 年 3 月 26 日(土)午前 10 時より大森東急インで開催します。 

 この総会は新法人移行に伴う定款の改正(案)、平成 23 年度事業方針(案)・予算(案)等の重要案件の審議が

中心となっており、日本臨床衛生検査技師会の今後を決定する総会となります。 

 会員の総会出席義務であると同時に権利を行使する基本的な場であることからも出席を要請します。出席が

叶わぬ会員は委任状の提出を必ず行っていただきます。 
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あることと考える。さらに、これらの

教育研修体制を推進することで臨床検

査技師として現状の業としての法的業

務範囲の拡大へと繋がる可能性もあり、

その意味でも教育の役割は非常に大き

な意義を持つと考える。我々臨床検査技

師は、20世紀後半の急速に進化する医療

界にあって時代の必要性によって存在価

値が高まって来たが、このままの状態で

は21世紀の文化を築く前に収束に繋がり

かねない現状である。従って我々自らの

たゆまぬ努力によって臨床検査を国民に

根ざす文化となるよう更なる発展を目指

すものである。 
我々は、この理想を実現するため、医

療における基礎を重んじ、日々進化する

臨床検査に関する知識や技術の習得に努

め、公共と奉仕の精神を尊び、豊かな人

間性と創造性を備えた全人的人間育成を

期すことにより、臨床検査における新し

い文化の創造を目指す教育を推進する。 
＜教育の目標＞ 
日臨技の総合教育プログラムは卒前・

卒後教育および高度教育を一連の学習と

して捉え、一貫した教育カリキュラムを

もって臨床検査技師として必要不可欠な

知識と技術の向上を図ることを目標とす

る。また、将来的臨床検査技師教育にお

いては、医療従事者として必要とされる

基本的知識や他職種(特に医師、看護師、

薬剤師等)の最低限必要とされる知識も習

得すべきと考え、医療従事者としての真

の充実を目指す。 
このことは現場で働く臨床検査技師の

免許資格に対する継続的な評価(現在、免

許更新制度はないが、これに匹敵する最

低限必要な評価)を日臨技生涯教育制度に

よって代用的に図るものであり、全ての

会員が活用されることを期待するととも

に 5 年間を一区切りとして履修終了率

(100％を目標）の向上を図る。 
また、研修会等は本来の意味として会

員一人ひとりの生涯学習の場としての役

割を担うものであり、会員自らの自覚の

下、積極的かつ能動的な参加に繋がるよ

う環境を整備する。 
＜具体的目標＞ 
具体的目標を以下の 4 点にまとめる。 

1 臨床検査技師として必要な臨床検査に 
関する知識と技術の習得(経験年数別) 

2 臨床検査の各領域に関する専門的知識 
と技術の習得、および関連基礎医学の 
習得 

3 臨床検査技師による臨床検査技師教育 
への積極的参加を推進 

4 医療従事者として必要とされる知識と 
技術の習得 

＜渉外学習理念＞ 
臨床検査技師一人ひとりが、医療界に

おいて臨床検査領域における自己の知識

や技術を磨き、医師をはじめとする他の 
医療従事者と共に医療を通

じて国民への有益性(信頼性と安全性等)
を高めること。 
また、その生涯にわたって、あらゆる

機会に、あらゆる場所において学習する

ことができ、その成果を適切に生かし、

且つ評価される社会の実現が図られなけ

ればならない。【総合教育プログラム＜

概要 GL＞】より 
 尚、同プログラム＜教育に関する基礎

＞以降の全文、更に、関連 GL として、

生涯教育制度 GL、臨地実習 GL2010 につ

いては、別途お示しする。 【米坂知昭】 
************************************ 
◇ 臨床検査学部門別構成(案) 
この構成(案)は、臨床検査技師学校養成

所指定規則教育内容(大綱科カリキュラ

ム)および各都道府県技師会の研究班分類

を参考として作成したものである。 
Ⅰ 総合分野 
1 臨床検査総合部門 

1) 臨床病態学 
2) 公衆衛生学 
3) 臨地実習(臨床研修) 

Ⅱ 専門分野 
1 生物化学分析検査部門 

1) 臨床化学検査学(含む毒・薬物検査) 
2) 一般検査学(含む寄生虫検査) 

2 形態検査部門 
1) 血液検査学 
2) 病理検査学(含む細胞検査学) 

3 病因・生体防御検査部門 
1) 臨床微生物検査学 
2) 輸血・免疫検査学(含む移植・生殖 
医療) 

3) 遺伝子検査学(含む染色体検査学) 
4 生理機能検査部門 

1) 生理機能検査学(呼吸・循環・脳神 
経・感覚器) 

2) 画像診断検査学 
5 検査管理部門 

1) 臨床検査技師管理学 
2) 医療機器管理学 

************************************ 
◇ 平成 23 年度 政策的研修会(案) 

1 全国開催研修会 
1) 法的脳死判定に関する研修会 

日程：平成 23 年 7 月 9 日(土) 10：00 
会場：東京都(学術総合センター) 
内容： 
 ・臓器移植法改正と今後の展望 
 ・法的脳死判定に関する臨床検査技師 

の関わり 
 ・脳死の臨床と法的脳死判定の基礎 
 ・臓器移植法改正における臓器移植 

ネットワークの対応 
 ・ME 機器の基礎知識とアーチファク 
  ト対策 
 ・法改正後の小児を含む脳死判定脳波 
  検査の実際 

2) 輸血療法の危機管理体制 
日程：平成 23 年 8 月 21 日(日) 9：00 
会場：東京都(日本教育会館) 

内容： 
 ・行政が望む輸血療法における臨床検 
  査技師の役割 
 ・輸血検査技術進歩で何が変わったか 
 ・ABO 不適合輸血のメカニズム 
 ・輸血の危機管理体制 
  血液製剤使用指針から見た取り組み 
  危機的出血時の対応 
  輸血副作用対策として何が必要か 
 ・輸血代替物としての人工酸素運搬体 

3) 感染症対策の危機管理体制 
日程：平成 23 年 9 月 10 日(土) 9：00 
会場：東京都(東京大学鉄門記念講堂) 
内容： 
 ・感染症危機管理体制の現状と展望 
 ・感染症の現状－世界の動向と日本－ 
 ・よみがえる結核－検査から治療まで 
 ・救命救急センターと感染症 
 ・感染症対策の現状と院内対策 

4) 医療安全管理者研修会 
① 東京開催 

日程：平成 23 年 11 月 13 日(日) 10：00 
会場：東京都(会場未定) 
内容： 
・医療安全管理体制の現状と展望 

 ・医療事故情報収集事業について 
 ・生命倫理と法 
 ・医療の TQM と医療安全 
 ・医療安全のリスク管理 
  検体検査のリスク管理 
  輸血管理のリスク管理 
  生体検査のリスク管理 
  採血業務のリスク管理 

② 大阪開催 
日程：平成 24 年 1 月 15 日(土) 9：00 
会場：大阪府(大阪会館：北御堂筋) 
内容：東京会場に同じ 

5) 臨地実習指導者研修会 
日程：平成 23 年 12 月 3 日(土)－4 日(日) 

9：00 
会場：東京都(日臨技会館) 
内容： 
 ・日臨技教育プログラムの概要 
 ・学生との関わり方－全入時代の技師 
  教育を考える 
 ・日臨技臨地実習ガイドラインの概要 
 ・実習時における医療事故例と指導者 
  の責任 
 ・教育効果のある臨地実習計画の策定 
 ・分科会 
  臨地実習ガイドラインの検証 
  免疫系実習の指導計画の作成 
  病理系実習の指導計画の作成 
  超音波系実習の指導計画の作成 
  討論会 
2 地区開催研修会 

1) 輸血検査技術研修会 
日程：平成 23 年 9 月～10 月(開催日未定) 
会場：全国 8 地区(会場未定) 
内容： 
 ・全国輸血研修会伝達講習 
 ・血液型オモテ・ウラ試験不一致時の 
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  対応と適合血の選択 
 ・直接クームス試験陽性時の対応と適 

合血の選択 
 ・実技研修 
  ABO(Rho)式血液型判定と不規則抗 
  体検査 
  直接クームス試験と解離試験 
3 味覚・嗅覚検査研修会 
第60回医学検査学会および各地区学会

開催時に並行して開催する。【米坂知昭】 
***************************************** 
◇ 平成 23 年度各地区学会開催(案) 
 

1 第 86 回北海道地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 22 日(土)・23 日(日) 
会場：とかちプラザ(北海道帯広市) 
学会長：高野良二 
2 第 52 回東北地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 15 日(土)・16 日(日) 
会場：山形テルサ(山形県山形市) 
学会長：安孫子剛宏 
3 第 48 回関東甲信地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 29 日(土)・30 日(日) 
会場：前橋市民文化会館 
学会長：深澤恵治 
4 第 50 回中部地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 22 日(土)・23 日(日) 
会場：名古屋国際会議場(愛知県名古屋市) 
学会長：松本祐之 
5 第 51 回近畿地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 29 日(土)・30 日(日) 
会場：ピアザ淡海県民交流センター、コ

ラボしが 21、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホ

ール 
学会長：吉田 孝 
6 第 44 回中四国地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 11 月 5 日(土)・6 日(日) 
会場：アスティー徳島(徳島県徳島市) 
学会長：永峰康孝 
7 第 46 回九州地区医学検査学会 
会期：平成 23 年 10 月 1 日(土)・2 日(日) 
会場：熊本保健科学大学(熊本県熊本市) 
学会長：瀧口 巌 
             【長迫哲朗】 
************************************ 
◇ 認定一般検査技師認定資格更新指定 

講習会 予定 
1 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 
4 四国地区臨床検査技師会 
  平成 23 年 3 月 6 日(日) 
  香川大学医学部 
5 山形県臨床検査技師会 

平成 23 年 3 月 27 日(日) 
山形県立中央病院 

6 岡山県臨床検査技師会 
平成 23 年 5 月 22 日(日) 
川崎医療短期大学 

7 静岡県臨床検査技師会 
  平成 23 年 5 月 29 日(日) 
  浜松医科大学 
                                             【番場正人】 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ IT 時代に相応しく、日臨技ホームペ

ージを活用した事業展開の推進(案) 
 今年度、当会ホームページが一新され

た。未だ、整備中の箇所が多いが、今年

度はその充実とホームページを活用した

国民へのアピールをもとより、会員のた

めに有功活用する。特に、会員専用ペー

ジの構築を行う。議案書に示す、 
1 入退会をはじめとする会員異動届 
2 各種調査 
3 会告等会員への広報 
4 学会・研修会の登録 
5 ｅ-ラーニング 
6 精度管理調査 
7 当会刊行物の購入 
8 無料職業紹介 
9 総会の不在表決 

10 会長選挙 
はもとより、会員として有効性のある、

IT 時代にマッチした展開を展開する。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 特に、各種調査をホームページ上で展

開することにより、速やかな集計・分析

が可能となり、乗り遅れる調査結果の解

消に有功である。 
 次に、日臨技臨床検査普及月間として

毎年 4 月を設定しており、従来は 4 月 15
日の、IFBLS から送られる世界医学検査

デーの啓発ポスター作成に止まっていた。

平成 23 年度は、MTJ との共同事業とし

て、同紙上にて特集を組み、全国医療機

関へ臨床検査の啓発と当会の取り組みを

PR する。3 月 21 日発行の同紙に掲載予

定で準備を行っており、その内容は、創

立 60 周年記念事業を含む平成 23 年度事

業、日臨技と日衛協との対談、マタニテ

ィ＆ベビーフェスタおよび日本医学会総

会における EXPO2011 への参画、街角ラ

ボの現状と今後の展望、精度保証認証事

業における第 1 回認証施設全国一覧の掲

載等を予定している。 
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 日臨技と日衛協との対談については、

すでに当会髙田会長並びに伊達忠一日衛

協会長のインタビューも済み、掲載に向

けた編集作業が進んでおり、次のような

ことが話された。     【土居 修】 
現在、毎年 4 月が日臨技、11 月が日衛

協の“臨床検査月間”として位置付けて

いるが、良い精度の検査データを臨床現

場へ提供し、国民へ広く啓発するという

点では目標は同じである。 
月間を設定した経緯は、日衛協の 11 月

の月間に加え、日臨技が 4 月月間と位置

付けたのは平成12年である。これにより、

臨床検査を普及啓発する月間が年 2 回誕

生したわけで、その月間期間中(4月 15日)
に、IFBLS つまり国際医学検査技師協会

が設定した“世界医学検査デー”がある。 
日本の医療制度でコメディカルという

のは、縁の下の力持ちと言われているが、

その連係プレーの中においては、コメデ

ィカルそれぞれの専門性を生かすことが

重要である。それには、責任と、それに

伴う権限が必要となる。 
しかし、それは単なるチーム医療では

ない。チーム医療の本質を論じるのでな

ければ、逆に専門性を殺す結果になり、

結果、国民の不幸を招く結果になること

を懸念する。 
検査部門は、臨床検査技師が責任を持

って管理・運営することが臨床検査の発

展には欠かせない要素である。世界各国

では、コメディカルが、さまざまな役割

や権限を持ち、医療を支えている。しか

し、日本では須らく“医師の監督の下で”

となっている。今後、大きく改革すべき

である。患者さんに医療を施す責任は医

師にあるのは当然であるが、それは包括

的な責任であり、個々の医療技術の責任

はその役割にある。 
しかし、検査部門の運営は、医療の包

括的な責任の一端であるというのは間違

いであり、検査部門の運営、すなわち、

機器試薬からはじまりデータの管理や担

当する技師の人事などは、日常、検査部

門一体として業務を行っている技師であ

るからわかることと考える。 
 検査を外注する時には、検査方法や使

用する試薬、検査精度などを考慮して、

検査技師が外注先を選択することが最良

であり、その権限と責任を持たなければ

臨床検査の発展は望めない。単なる入札

で「安いから･･･」は、良質な検査データ

の観点からは「安いが･･･、悪い･･･」に

つながる恐れがある。 
 更に、厚生労働省が分類をしている医

療関連サービスの分野の「8 業種」は大き

な間違いと言える。検査の専門家は、臨

床検査を、「掃除」や「給食」と一緒にし

ていることに驚きを示している。その 8
業種の中で、「医師監督の下」となってい

るのは、臨床検査だけという実態を早急 
に改正すべきである。 

医療の中における臨床検査の重要性を

どう考えているのか、病院経営で単に経

済効率からばかりものを考え臨床検査を

ターゲットにしている態度は、国民つま

り国をターゲットにしているといっても

過言ではなく、これが、検査部門の管理

運営は現場に任せることにつながること

である。 
しかし、一方、任せられる我々の責任

から逃れようとする態度はあってはなら

ないことであり、また、医師も我々に任

せるという勇気を持っていただきたいも

のである。 
また、国を創り、国を維持し育てるう

えで重要なものは教育と医療であるが、

それは臨床検査技師はもとより、国民の

皆さんも、自分のことであるという認識

を持つように話をすることも、我々の努

めである。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、臨床検査技師が国民に身近な存

在として発展するためには、臨床検査の

意義を、国民に知ってもらうことが重要

である。現在では、患者自身が検査項目

と数値を勉強しており、正常か異常かを

判断している。これは誤った判断をする

危険性も含んでおり、検査データによっ

て医療の診断がなされていること、更に、

そこに大きな意義があることを、理解し

てもらうことが必要である。 
そのために、日臨技では「街角ラボ」

構想を進めている。このような取り組み

は、日本衛生検査所協会としても臨床検

査の表裏一体として連携していくことは

大きな意義がある。 
日臨技は、「いつでもどこでも臨床検

査」を基本にして「臨床検査生涯手帳」

構想を考えている。 
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これは国民が病気になってからでは遅

い、病気にならないように注意するお手

伝いをすることになる。健康は自己管理

が重要で、健康は自分で守ることが基本

であり、その手伝い、つまり、臨床検査

は「あなたが守る健康のサポーター」と

なるべきと考える。この構想は、日臨技

と日衛協が一体となって事業展開しなけ

れば成り立たないことであるが、誤解し

てはならないことは、単に「金もうけ」

の手段ではないことである。 
つまり、言い換えると、医療を金もう

けの手段にするなということである。 
臨床検査は、病院で行っても検査所で

行っても良いはずであるが、技術の安売

りをする臨床検査を知らない第三者では

国民を愚弄することになる。 
臨床医検査は、その知識や技術、更に、

医療の教育を担保された臨床検査技師が

行うべきである。   【髙田鉃也】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 団体長期障害所得補償保険＜新規＞ 

  
この保険は、会員である臨床検査技師

が長期に渡る就業障害が避けられなくな

った場合に、その期間の所得減少を補填

し、経済的不安を解消し安心して適切な

期間、休業可能となるよう設定するもの

です。精神的により安心な検査業務に携

われることを目的とします。＜下図＞ 
 このように、会員へ対する各種補償が

可能になった背景には、会員全員加入(当
初 1 人 100 円)にはじまる、当会の共済事

業 10 年間の実績によるものです。 
 今回の会費自動引き落とし計画に対し

て、都道府県技師会によっては県独自の

保険を設定した技師会もあるとの情報を

得ていますが、本当に大丈夫なのかとい

う懸念があります。 
日臨技の、この度の賠償保険全員加入

に関しては、万が一不幸な医療事故に遭

遇した場合でも、翌年の保険料値上げは

ありません。今後数年間一切値上げしな

いことは確約済です。これも前述の 10 年

間の実績による膨大なデータに基づく詳

細な検討を重ねた試算に基づくものです。

ある団体(医療団体)では、加入者数が少な

いため、医療事故の度ごとの保険料が値

上げし、数万円～数十万円という現実が

あります。同じ検査業務を行っている、

同じ検査技師でありながら日臨技会員と

の格差を心配しています。 
 今からでも遅くはありません。日臨技

会員への登録をお願いします。周囲の皆

さんへもお話いただければありがたいと

思っています。     【田上 稔】 
 
 尚、団体長期障害所得補償保険の詳細・

ご案内は、後日、お示しします。 
 概略(図)は 8P をご覧ください。 
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◇ 日臨技精度管理調査 
 会報 JAMT 前号において、医療界にお

ける臨床検査を担う責任として、平成

23 年度より会員施設に限定せず、臨床

検査業務を行っている全施設を対象と

して実施することを記載しましたが、

加えて、参加料金は会員施設と同額と

いたします。今後、同調査が国として

認められるものとするためには必須事

項の一つであることによります。 
○ 参加番号及び参加費（税込） 
 1．基本項目       24,000 円 
 2．基本項目＋微生物 A＋輸血 A 

39,000 円 
 3．微生物 B              12,000 円 
 4．輸血 B           14,000 円 
 5．遺伝子             12,000 円 
 6．生理                  2,000 円 
 7．細胞                    2,000 円 
 8．病理                    2,000 円 
 9．基本項目＋微生物 B＋輸血 B＋ 
    生 理＋細胞＋病理   50,000 円 
10．全項目             58,000 円 

【小沼利光】 
************************************ 
◇ 臨床検査ガイドライン(案) 
 今年度渉外関連としてまとめているガ

イドラインは、その概要が策定されまし

たが、当初、臨床検査 GL として予定し

ておりましたが、現在の医療行政の動向

により、倫理関係を含めた臨床検査業務

指針としてまとめることがより得策との

判断から、現在修正を行っております。 
 また、今年度実施した業務実態調査は、

その集計結果を平成23年度各種調査報告

書としてお示しします。 
◇ 診療報酬要望書 
 次期改正に向けての診療報酬要望書に

ついては、すでに策定を終了し、厚生労

働省への提出を待っております。 
ここでは、その概略を示すに止める。 

＜検体管理加算要望概略＞ 
 検体検査管理加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び

(Ⅳ)(以下、「加算Ⅰ」、「加算Ⅱ」、「加算Ⅲ」

及び「加算Ⅳ」という)は、現行の診療報

酬において「D026 検体検査判断料」に規

定されており、施設基準を満たす保険医

療機関において、それぞれ 40点、100点、

300 点、500 点が算定可能となっている。 
現 代 医 療 は EBM(Evidence-based 

medicine)の言葉に代表されるように、根

拠に基づく医療を求められており、検体

検査はその科学的根拠となる情報の重

要な位置を占めている。それを担保する

ために検体検査管理加算が設けられて

いると解釈しているが、近年は検体検査

の精度保障に係る日常の精度管理業務

や外部精度管理に対する参加は、施設の

規模に関わらずしっかりした取り組み

がなされている。しかし、検体検査管理

加算の取得状況をみると、「加算Ⅰ」・「加 
     算Ⅱ」までの取得施設と「加 

算Ⅲ」・「加算Ⅳ」までの取得施設では明

らかな違いとなっている。「加算Ⅰ」・「加

算Ⅱ」までを取得している施設は、平成

22 年度の当会の調査において約 8 割で

ある。広く国民の医療に貢献しているこ

れらの施設において、その検査の質と精

度の確保が重要であるにも関わらず「加

算Ⅰ」40 点・「加算Ⅱ」100 点であり、

「加算Ⅲ」300 点・「加算Ⅳ」500 点に比

べ評価はかなり低い。 
医療技術の適正な評価として「加算Ⅰ」

および「加算Ⅱ」の増点をお願いしたい。

また、「加算Ⅱ」以上の取得施設に関し

ては当会の調査において 88％が 100 床

以上の施設であることより、入院患者の

検体検査件数が比較的多い事が推察さ

れる。その様な施設において「常勤の臨

床検査技師 4 名以上の配置」を施設基準

に追加し、臨床検査技師の配置条件をよ

り厳しくすることが、検体検査の精度を

確実に担保する上で重要なものと考え

ているので施設基準の再評価をお願い

したい。 
「加算Ⅲ」に関しては、平成 22 年 4 月

の診療報酬改定前後に行った当会での

調査により、改定前の「加算Ⅲ」は改訂

後の「加算Ⅳ」に概ね移行し、改訂後の

「加算Ⅲ」は約 1％を占めるに止まって

いる。これは「臨床検査を専ら担当する

常勤の医師の配置」の条件と「常勤の臨

床検査技師が 4 名以上配置」の条件が、

現在の医療機関における臨床検査室の

実態と合致しないことが理由であると

解釈している。よって、「加算Ⅲ」の項

目削除をお願いしたい。なお、「加算Ⅳ」

に関しては現行通りの評価とし、「加算

Ⅲ」への移行をお願いしたい。 
また、地域医療連携を推進する上で臨

床検査値の標準化は非常に重要な事項で

あり、当会としても標準化事業を進めて

いる。既に当会の会員施設の約 7 割が参

加していることを踏まえ、検体検査管理

加算すべての施設基準に「標準化された

データを用いていること」の記載につい

て検討をお願いしたい。＜以下、略＞ 
＜その他の要望事項＞ 
◆血液採取(１日につき) 
  ＜現 行＞ ＜改正案＞ 
     13 点  →  20 点 
◆生理検査病棟出張加算(新設) 
所定点数に所定点数の100分の50に相

当する点数を加算する。 
(新設対象検査） 
D200 からＤ256 に掲げる検査(但し、

次に掲げるものを除く) 
イ 呼吸機能検査判断料 
ロ 心臓カテーテル法による諸検査 
ハ 心電図検査の注に掲げるもの 
二 負荷心電図検査の注 1 に掲げるもの 
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍、呼吸監

視、カルジオスコープ、カルジオタコ

スコープ 

ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス

連続測定 
ト 深部体温計による深部体温測定 
チ 前額部、胸部、手掌部、足底部体表

面体温測定による末梢循環不全状態観

察 
リ 脳波検査の注 2 に掲げるもの 
ヌ 脳波検査判断料 
ル 神経・筋検査判断料 
◆診療報酬収載から除外可能な検体検査

項目(クレアチニンに関しては測定法の一

部除外) 
イ 酸性ホスファターゼ 
ロ エステル型コレステロール 
ハ 前立腺酸ホスファターゼ 
ニ カタラーゼ 
ホ  シスチンアミノペプチターゼ 
測定法の一部削除（算定要件への追加

記載）として 
※クレアチニン（ヤッフェ法） 
尚、詳細は、報告書とともに示す。 

◇ 海外フォトサーベイ（案） 
 従来 AAMLS 加盟国に限定して行って

いたフォトサーベイ事業は、先に開催さ

れた日韓代表者会議において、韓国側の

要望を取り入れホームページにて公開す

る予定はすでに示した。 
現在、世界各国においては検査データ

の標準化は進んでおらず、日本のデータ

が頼られている現状もあり、今後、この

フォトサーベイを足掛かりに世界を視野

に入れた事業展開を考えたい。 
【佐野道孝】 

 
 
 
 
 
従来、連盟に関する事項は、日臨技組

織(本体)とは一線を画するため会報記事

として掲載していないが、今回は、当会

の基本的考え方並びに事業展開に必要と

考えたために敢えて掲載し、参考に供し

たい。 
*********************************** 

平成 23 年 2 月 5 日(土)午後 1 時より衆

議院第二会館において、日本臨床検査技

師連盟全国都道府県技師会連絡責任者会

議が開催され、日本臨床衛生検査技師会

として挨拶した。 
「･･･(前略)･･従来、法改正に向け政府与

党を中心とした取り組みが行われており

ますが、昭和33年に成立された技師法は、

当時の自由民主案と社会党案とにより成

文化されており、決して政府与党だけに

よるものではありません。 
国を作る最も重要なものは教育であり

国を発展させ維持するものは教育に加え、

医療であるということの想いが、歴史を

学べば学ぶほど強くなっております。 
したがって、その教育と医療は時の政

策や我々職能団体の思惑に翻弄されては

ならないと考えております。 P 06 
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検査技師は黙って検査をしていればよ

いという人達もおりますが、国民を守る

ため、日本を世界で必要な強い国にする

ため、検査技師も医療をとおして国のこ

とを考えるのは当たり前のことと考えま

す。2 番ではだめなのです 1 番の強い国を

めざすことが日本国民を守ることではな

いでしょうか。 
私たちは、そのために必要な法改正を

訴えているわけです。臨床検査は業務制

限による教育が担保された検査技師の手

で、また、その管理運営も我々の手で、

と主張しておりますが、それは、決して

自分達だけのためではありません。 
そのためのリスクも大きいものがあり

ますが、我々検査技師は国民のために、

そのリスクを背負って行く覚悟は、臨床

検査技師を志した時から出来ているはず

です。私は、それを理解しようとせず、

ただ自分達のためではないかとする周囲

には腹立たしさを超え憤りさえ感じてお

ります。 
私達執行部は、平成 22 年 4 月より担当

しておりますが、会の方針として教育問

題と国民の健康維持のための取り組みを

強化しております。また、そのための政

治的な考え方は超党派的な活動方針を打

ち出しております。 
平成 17 年に改正された技師法は、民主

党の足立先生のご意見により、我々にと

っては素晴らしい附帯事項が付いており

ます。今、国民の医療を守り、安心と安

全な医療提供のためには、この附帯事項

の速やかな遂行が必要です。法改正を行

い、これを置き去りにすることは決して

許されることではありません。 
本日の会議におきましては、今申しま

した私達日本臨床衛生検査技師会を構成

する全国 5 万人の想いを再確認していた

だき、本体と連盟の一体としての活動を

活発化していただくことをお願いしま

す。」 
同会議には、自由民主党伊達忠一参議

院議員をはじめ民主党川内博史衆議院議

員、公明党江田康幸衆議院議員も挨拶さ

れた。残念なことに社民党福島みずほ衆

議院議員は顔を見せずに終わった。 
 今回の会議は、衆議院会館で開催した

ことは我々にとっては、大きな意味があ

り、企画した小沼利光同連盟会長にお礼

申し上げるところであり、更に、同会長

の粋な計らいで、政権与党である民主党

医療技術者政策推進議員連盟所属の衆参

国会議員、厚生労働省大臣官房審議官、

サービス振興室と医事課担当者との懇談

の場が設けられた。 
ただ、懇談会終了後に自らの選出区で

ある都道府県責任者のもとに駆け寄り名

刺交換の姿をみるにつけ、今回の懇談の

真意がどこにあるかを理解した議員がど

れだけいるかは疑問ではあるが･･･。 
 さて、その懇談の中で、小沼連盟会長

が附帯決議に触れ、省としてこの速やか

な周知が必要なことを申し入れた。これ

に対し、川内議員が経緯を確かめたとこ

ろ、省としては「法成立時並びに施行時

には周知した。その後の種々の会議など

でも周知してきたところである」、更に、

それは文書か口頭かとの問いには、「口頭

のみであり、文書による周知については

検討したい」と逃れた。 
次に、技師会としての要望事項(味覚・

臭覚の政令 16 項目への記載、標準化事業

の予算措置)については、「出来るところか

ら手をつける。また、チーム医療の推進

の観点から、協力をいただき質の高い医

療の提供に寄与したいが、具体的にはこ

れからである」とした。 
予算化については、明確に「財源はな

い」と答えるに止まった。更に、「今、こ

の時点で、何で予算化が必要なのか。公

益法人としての助成であれば、研究助成

等の方法も可能である」と付け加えた。 
 連絡責任者からは、全国医療機関での

データを同じくする、すなわち標準化事

業の重要性、加えて医療費削減に及ぶ質

問・意見が示され、各議員からも意見が

出された。 
それに対し、某議員から、自分は現職

の医師であるとしたうえで、「実際の診療

ではさほど問題ではない」との見解が示

された。 
これに対して、省としては担当が異な

ることもあり、データは持ち合わせてい

ないとした。 
 最後に、司会者から技師連盟の本体で

ある日臨技としての発言を求められた。

丁度良い機会が与えられたこともあり、

(持論を含め)会としての見解を申し述べ

た。 
「まず、ただ今の議員の診療におけるデ

ータの認識をあらためていただきたい。

各医療機関でのデータの違いは“多少の

違い”と考えるのは間違っている。 
その多少の違いによって国民が医療機

関を回るたびに検査を重ねるのは医療費

の増加につながることは間違いない。 
省にお尋ねしたいことは、40 兆円にも

およぶ医療費の内、そのことによる医療

費の割合は如何程か。 
また、お子さんが二人おられるとの議

員のお話もあったが、我々は若年層から

の検査データを重要視しており、人間が

加齢とともに病気になるのはやむを得な

いこともあるが、病気になってからでは

医療費が嵩むことになるし、国民が幸せ

な生活は望めない。 
現在は予防医学の時代であり、そのた

めの健診が重要である。しかし、診療で

あれ健診であれ、それに必要な臨床検査

は、どの場であっても一つしかない。 
そのため、検査データの標準化は重要

性であり、すなわち、これらは国の事業

であることは当然である。 

我々は、その国が一向に手をつけない

ため、“もう待てない。我々が自ら実行し

よう”として、毎年億単位をつぎ込んで

いるわけである」(概略)。 
これに関するものとしては、今回は敢

えてふれなかったが、毎年行っている精

度管理事業における使用試薬・機器の回

答と、今回当会が実施した診療報酬並び

に業務実態調査回答の乖離結果が判明し

ている。すなわち、日常検査に使用する

試薬と精度管理調査に使用する試薬が異

なっていることである。 
この原因は何であろうか。それは明白

であり、精度管理調査の成績を上げたい

ためであろう。特に点数化されている精

度管理調査への対応策であろうし、低い

成績では検査室評価にもつながるシステ

ムへの対応策と考えられる。 
 当会がこれまで実施してきた標準化事

業や精度管理調査は、決してこれらと同

次元のものでなないことを再認識してい

ただきたい。      【髙田鉃也】 
************************************ 
 

会報JAMTが変わります！ 
 

 会報 JAMT は、今まで「医学検査」の

発行に合わせ、月 1 回お届けしていまし

たが、今年から「医学検査」が、年 6 回

の発行になります。 
それに伴い、会報 JAMT は「医学検査」

に組み込むことを検討しています。 
Q：それでは、会報 JAMT も年 6 回の発

行になるのですか？ 
A：そういう流れですね･･･ 
Q：それでは、会員のための情報提供は後

退することになりますね？ 
A：現在も月 1 回の発行ですので、リアル

タイムの情報提供にはなっていません。 
Q：一時、ホームページに“会報 JAMT
速報版”がありましたが？ 
A：現在は、臨床検査情報があふれていま

す。MTJ(メディカル・テスト・ジャーナ

ル)などは、10 日ごとに月 3 回発行されて

おり、会報 JAMT よりも早く情報が提供

されています･･･ 
ここからが重要です。今後、会報 JAMT

は生まれ変わり、以下のような発行を行

い、会員の皆さんへ、リアルタイムな情

報提供を行います。 
◇ 会報 JAMT は、ホームページで、リ

アルタイムに 1 週間に 1 回程度の発行に

します。 
◇ その中で、記事によっては更に詳し

い内容を「医学検査」に掲載します。 
◇ 今後、種々の手続き、行事参加登録

などはホームページ(JAMTIS)上で行え

るシステムを準備しています。 
◆ 会員の皆さん！1 日 1 回は必ずホー

ムページをご覧ください。 
 あなたのためだから･･･！ 
        【土居 修】 
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◆ 平成 22 年度 
＜3 月＞ 
・04 日：＜医師会精度管理説明会＞ 
・05 日：精度管理調査総合報告会 
・10 日：常務会議 
・11 日：医療関連サービス振興会評議員会 
・11 日：第 26 回結核研究奨励賞選考委員会 
・12 日：第 12 回理事会 
・12 日：渉外法制部会議 
・12 日：教育研修事業部会議 
・12 日：総務部・公益事業部合同会議 
・12 日：精度保障事業部会議 
・12 日：地区担当理事連絡会 
・13 日：理事研修会 
・18 日：小島三郎記念技術賞選考委員会 
・19 日：富山県技師会創立 55 周年記念式典 
・26 日：平成 22 年度第 2 回定期総会(予算) 
**************************************** 
◆ 平成 23 年度予定＜暫定＞ 
＜平成 23 年＞ 
・04 月 01 日~30 日：臨床検査月間 
・04 月 09 日：第 1 回理事会 
・04 月 15 日：世界医学検査デー 
・04 月 20 日：監査 
・05 月 13 日：第２回理事会 
・05 月 14 日：平成 23 年度第 1 回定期総会 
・06 月 02 日：日韓代表者会議 
・06 月 02 日：日韓学生フォーラム 
・06 月 04 日：味覚・嗅覚研修会 
・06 月 04~05 日：第 60 回日本医学検査学会 
・07 月 09 日：脳死判定に関する研修会 
・08 月 21 日：輸血療法に関する研修会 
・09 月 10 日：感染症に関する研修会 
・09 月 11 日：第 3 回理事会 
・09 月 11 日：地区・都道府県会長連絡会議 
・09 月 30 日：新法人移行申請手続き 
・11 月 11 日：創立 60 周年記念式典 
・11 月 12 日：第 4 回理事会 
・11 月 13 日：医療安全管理者研修会：東京 
・11 月 20 日：認定心電検査技師認定試験 
・11 月 27 日：認定一般検査技師認定試験 
・11 月 27 日：認定染色体遺伝子検査師認定 

試験 
・12 月 01 日：新制度支部発足 
・12 月 03～04 日：臨地実習指導者研修会 
・12 月 10 日：第 1 回役員候補者選出委員会 
＜平成 24 年＞ 
・01 月 14 日：第 5 回理事会 
・01 月 15 日：医療安全管理者研修会：大阪 
・02 月 01 日：新法人認可(要望) 
・02 月 18 日：第 2 回役員候補者選出委員会 
・03 月 03 日：新法人第 1 回理事会 
・03 月 31 日：旧法人決算総会 
・04 月 15 日：第 3 回役員候補者選出委員会 
・04 月 21 日：新法人第 2 回理事会 
・04 月 28 日：役員候補者選出委員会(予備) 
・05 月 12 日：新法人総会・祝賀会 
 

※注意 
 上記予定には、新法人として認可を受けた場

合の予定を含む。 
 また、新法人としての最初の理事は＜法律＞

により、現執行部が移行する予定。 
尚、詳細な予定および各事業予定は、後日確

定次第順次お知らせします。 
 

編集室 

◇ 現執行部が誕生して僅か 1 年･･･国民が幸せに、日々健康で穏やかに暮らせることを願って、そ

のための臨床検査を充実させることを大目的として活動して来た。それには、基礎となる組織の安

定と検査技師の社会に対する意識の覚醒が重要である。その牽引となるのが理事であり、1 年間理

事研修として様々なテーマに取り組んで来た。確かに、その成果は上がったと思う･･･しかし、私自

身を含めた成立は 50％を超えてはいないというのが実感である。 
◇「改革は時間をおいてはいけない。進むべき時は急激に進むことが肝心であり、時をおいては、

成果は望めない」とは、幕末の指導者、佐久間象山の言葉である。 
◇ しかし、易経の教えには「進むを知りて、退くを知らず、存するを知りて滅ぶるを知らず」が

ある。前に進むだけでは猪突猛進に陥りやすい。前に進むための手段としての＜退き＞も重要であ

ろう。特に、当会自身のことはさておき、我々の周囲に対しては、当に、「一歩退って二歩前進･･･」

が重要として対応して来たが、今、その成果は上がりつつあるものと確信している。 
      ◇ 平成 23 年度は、どんな年度になるのか？じっと、我慢の年になるのかも知れない 
       と思うこの頃である。                     【TAKADA】 P 08 

 

 

行事・執行部予定稿 
＝各部電子会議は除く＝ 

＝各地区学会予定は除く＝ 

 

HIV/エイズの現状        国際協力NGOジョイセフ情報 
 

HIV／エイズの蔓延は、新規感染者が350万人に上った1996年をピークに減少傾向に

あります。2009年までに、新規感染者は260万人にまで下がっています。また、エイズ

による死亡件数は2004年には220万件でピークを迎えていましたが、2009年には180万
件にまで減少しています。世界のほとんどの地域でHIV／エイズの感染件数は減少傾向

にあるものの、この数字は、世界で1日に約7300人がHIVに新たに感染し、約5400人が

エイズにより亡くなっていることを示しています。 
サハラ以南アフリカ諸国では治療薬が普及し、延命する患者が増えていますが、依然

として世界全休のエイズ関連の死者は7割以上をこの地域が占めています。 
女性の感染者も多く、世界全体の女性感染者の約7割に上ります。 また、エイズに

より両親を亡くした18歳未満のエイズ遺児の数は1750万人(2008年)にも上ります。その

うち1410万人がサハラ以南アフリカの子どもです。 
エイズ遺児となった子どもたちは、 

健康・教育面でリスクを負うことが 
多く、栄養失調、疾病、児童労働、 
虐待、性的搾取など様々な危険にさ 
らされます。彼らを取り巻くこのよ 
うな脆弱な環境が、彼らをHIV感染 
の危険にさらすことにつながってい 
ます。このような負の連鎖を断ち切 
るためには、あらゆるレベルでHIV／ 
エイズに関する包括的な情報の提供、 
HIVに対する偏見の削減、感染予防、 
家族計画クリニックでHIV検査や薬 
の処方をすること等、様々なサービ 
スと組み合わせた取り組みが早急に 
必要です。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 保険内容などの詳細はあらためてご案内します！ 
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