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工藤 芳子 
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森嶋 祥之 
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(五十音順) 
担当常務理事     才藤 純一 

 
答 申 書 

本委員会へ諮問のありました下記事項

について、慎重に検討した結果、別添の

とおり「第 3 次マスタープラン要綱」を

策定しましたので、答申いたします。 
 

記 
Ⅰ.諮問事項 

1. 社団法人日本臨床衛生検査技師会第 3
次マスタープランの策定 
2. その他、当会運営および事業等に関す

る意見 
  Ⅱ．経過 
1．概要 

第 3 次マスタ－プランを策定するにあ

たり「第 3 次マスタープラン策定委員会」

を設置し、平成 5 年 11 月に答申された第 
2 次マスタ－プランの履行状況の確認、現

状の活動状況のヒアリングを行い、今後 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の医療を取り巻く環境の変化等を考慮し

つつ策定にあたった。 
2．委員会の開催 
第 1 回委員会： 平成 15 年  2 月   8 日(土) 
第 2 回委員会： 平成 15 年  3 月   8 日(土) 
第 3 回委員会： 平成 15 年  4 月 12 日(土) 
第 4 回委員会： 平成 15 年  6 月 14 日(土) 
第 5 回委員会： 平成 15 年  7 月 12 日(土) 

平成 15 年  7 月 13 日(日) 
第 6 回委員会： 平成 15 年   9 月 13 日(土) 
第 7 回委員会： 平成 15 年 11 月   8 日(土) 
第 8 回委員会： 平成 15 年 12 月 20 日(土) 

3．第 2 次マスタ－プランの履行状況の確

認 
第 2 次マスタ－プラン要綱は、「地位・

制度」、「組織・運営」、「学会・出版」、「行

政・関係省庁」、「関連団体・関連学会」、

「国際交流・国際協力」の 6 つの領域に

分類され、それぞれの領域に「基本目標」、

「行動目標」、「中期計画」が設定されて

いた。 
会員の切望である法改正運動に関して

は、従来からの地道な努力と医療を取り

巻く社会情勢の変化とがあいまって近年

加速度的に進行したと認識し、その成果

があがりつつある。 
「地位・制度」の行動目標として掲げら

れた「検体検査および生理学的検査の技

術論的再点検を行う」並びに「検査技師

業務の整備と専門性の高度化に視点を置

き、「臨床検査」の確立」については、平

成 14 年 4 月 24 日に厚生労働大臣に宛て

た「臨床検査技師、衛生検査技師等に関

する法律」に関する要望書にその集大成

が見られる。また、会名の変更と職名の

一本化については、引き続き取り組んで

いくテーマでもある。 
検査技師教育制度の整備については、

第 2 次マスタ－プラン要綱策定以後設置

された「臨床検査技師教育制度検討委員

会」を中心に役員並びに会員が一丸とな

り、4 年制大学への移行が実現しており、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育制度の整備は着実になされているも

のと考える。さらに、臨床検査改善等カ

リキュラム委員会が創設され、成果を上

げた。 
生涯教育制度の整備は卒後教育の重要

課題であり、3 年間の試行期間を経て、平

成 10 年より実施の運びとなっている。多 
くの研修会が生涯教育履修教科として開

催されており制度と実施状況からは評価

できる。 
しかしながら「管理運営課程」を含む

専門教育研修では、その仕組みや必然性

並びに重要性が今ひとつ会員には理解さ

れていないものと思われる。 
また、平成 14 年より従来の研究班体制

を一新し検査研究部門が稼働しているが、

まだ緒について間がなく具体的な評価は

できない。 
総合臨床検査精度管理事業は、「コント

ロールサーベイ部会」の長年にわたる実

績をふまえた取り組みが行われた。概ね

全項目に亘る精度管理事業の実施など、

初期の成果を収めており、生化学におい

ては JSCC と歩調を合わせて酵素項目の

標準化がほぼ定着しつつある。また、免

疫血清部門では HCV の管理血清が開発

され、画期的な取り組みであったと高く

評価したい。さらに、精度管理講習会を

通じ、各地区においても独自の精度管理

事業に取り組めるようになった素地を形

成した功績は計り知れない。 
財政面においては、会議を第 2 および

第 4 土曜日に集中して開催して合理化を

図り、交通費などの削減に努めてきた。

事務処理の効率化も電算化が大きな役割

を演じたと考えられる。会費徴収業務は

都道府県技師会への依存が大きい業務で

ある。都道府県技師会の活性化および運

営支援の目的も兼ねた還付金制度と会費

納入義務の自覚を高めるための事務局か

らの督促により会費未納者は減少した。 

             

第 3 次 マスタープラン 
                        概念図・配置図については本文と重複のため省略する 

当会が隔年で実施してきた各種調査結果並びに各種諮問委員会の答申等については、年度報告書(年度末総会資

料)、会誌「医学検査」などにより周知してきた。同時に、各都道府県技師会へ送付するとともに所属会員への周

知を依頼してきたところであるが、近々、会員からの問い合わせが増加しているため、改めて当会ホームページに

掲載する。特に要望の多い、「第 3 次マスタープラン並びに検証報告」、「役員報酬に関する答申」等については会

報 JAMT にも掲載する。同じく問い合わせが多い、「平成 23 年度第 1 回定期総会緊急修正動議(近畿地区)」につ

いても掲載する。 
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総会については、予算総会と決算総会

と二分したことにより、会員への情報提

供効果を上げたと評価される。 
専務理事については平成 15年度に 1名

が就任し、達成された。 
独立可能な事業の外部委託については

現在のところ、全国学会の展示会のみに

とどまっている。また、独立可能な事業

について営利法人を設立することは大き

な課題であり「事業検討委員会」にて継

続審議を行っている。 
地区および都道府県技師会との連携と

関係の改善については、継続審議となっ

ている。 
事務局体制については、職員に研修の

機会を与え、職員からの申請による研修

も取り入れている。また、事務職員数の

増加(臨時職員)とコンピュータの導入に

より、個々の会員や都道府県技師会との

事務作業に JAMTIS が効果を発揮してい

る。 
「日本医学検査学会」を分離運営する基

本目標は、学術問題検討委員会で検討さ

れたが未解決の諸問題があることから、

当面見送ることとされた。 
技師会誌「医学検査」は職能団体であ

る日臨技が発刊している会誌であるが、

平成 13 年 1 月から一新し、主に学術誌と

しての役割を担っている。また、職能紙

である「会報 JAMT」は、平成 7 年より

発行され、年々充実した内容となってい

る。 
行政・関係省庁の内部に臨床検査に関

する問題を専門的に担当できる人材を配

置することについては、現在のところ実

施されていない。しかしながら、厚生労

働省内に「臨床検査技師・衛生検査技師

に関する在り方等検討会」及び「臨床検

査カリキュラム改善等委員会」が設置さ

れたことは大きな評価である。 
関連団体の協議については、「日本医療

技術者団体連絡協議会」が発足されて諸

問題が検討されている。 
国際事業については、「アジア臨床検査

技師会（AAMLS）」が名古屋市で設立さ

れ、平成 13 年には第 1 回 AAMLS 学会が

マレーシアで開催され、計画は完了して

いる。国際協力としては、JICA・JIMTEF
研修員の受け入れを実施している。 

 Ⅲ．第 3 次マスタープラン策定の

背景 
社団法人日本臨床衛生検査技師会(以 

下「当会」という)は、平成 5 年 11 月に

第 2 次マスタープランを策定し、基本計

画に沿った事業を展開してきた。 
この10年間の医療環境の変化のほとん

どは、第 2 次マスタープラン要綱の中で

指摘されていた。しかし、長期化する社

会経済の低迷は、予測以上に厳しさを増

している。この医療経済の変化により、

臨床検査部門の運営にも「ブランチ化（検

体 検 査 院内委 託 ）」、「 FMS(Facility 

Management Service：総合医療システム

保障サービス)」、｢PFI（Private Finance 
Initiative 事業：民間資金活用による公共

施設等の整備等に関する事業）｣等の合理

化策導入に拍車がかけられようとしてい

る。 
さらに、平成 15 年 4 月より特定機能病

院に対する入院医療における包括評価が

導入され、我が国の診療報酬制度は、出

来高払い方式から定額払い方式への移行

が示唆された。 
定額払い方式の導入により、臨床検査

部門は従来の運営を見直し、臨床検査技

師・衛生検査技師（以下「検査技師」と

いう）の業務の在り方を根本的に再考す

る時期が迫ってきたと言える。 
これまで当会は、多くの懸案事項に取

り組み、順調な歩みを続けてきた。 
今後は、予測できない医療環境の変化

にも対応できる柔軟な体制を整えなけれ

ばならない。 
Ⅳ. 第 3 次マスタープラン策定

の趣旨 
 検査技師が臨床検査を通して国民に貢

献するためには、「医学検査」の重要性と

検査技師の必要性を国民に啓発していく

ことが重要である。そのために、検査技

師はこれまでの臨床検査学から脱皮し、

臨床検査に関する高度な医学知識を習得

する必要性があり、「医学検査」という言

葉にその意味を込めて「国民の健康に貢

献する医学検査の実践と普及」を骨子と

して掲げた。 
今回は、医療界のめまぐるしい変化を

考慮し、中期的展望にたって「第 3 次マ

スタープラン要綱」を策定した。 
------------------------------------------------------ 

【答申書構成】 
第 3 次マスタープラン要綱 

～検査技師が国民に貢献するために～ 
Ⅰ．基本目標 

国民の健康に貢献する「医学検査」の

実践と普及 
Ⅱ．実現への指針 

1.地位・制度 
2.組織・運営 
3.日本医学検査学会 
4.出版事業 
5.行政・関係省庁 
6.関連団体・関連学会 
7.国際交流・国際協力 

Ⅲ．最後に 
------------------------------------------------------- 

Ⅰ．基本目標 
「国民の健康に貢献する医学検査の実践

と普及」 
我々検査技師が、「医学検査」の専門家

として国民の目に見える形で医療に貢献

するためには、今後期待される直接患者

に関わる業務の拡充・推進を図らなけれ

ばならない。そのためには、関係省庁お

よび関連団体・学会との連携を強化し、

検査技師に関する法改正や環境整備に取

り組む必要がある。また、チーム医療に

おいて、積極的に診療支援部や患者に情

報発信を行い、さらには国民に対して「医

学検査」と検査技師の存在価値について

のアピールを行うことが重要である。 
これらの実践により、検査技師は真に

国民に貢献できるものと考える。一部の

施設では「臨床検査相談室」「臨床検査情

報室」等が開設されているが、すべての

医療機関および臨床検査部が「検査技師

も提供責任と説明責任を全うする必要が

ある」という意識を高める方策をとる必

要がある。 
また、「医学検査」の発展のためには日

本医学検査学会のレベルアップや在り方

を検討するとともに、実地業務を積極的

に支援する必要がある。 
この基本目標の実現をするためには、

組織の見直しと新たな学術活動、関係団

体・関連学会との連携、人道を掲げた高

い次元での国際貢献等に取り組むことが

求められる。 
第３次マスタープラン要綱では社団法

人日本臨床衛生検査技師会倫理綱領に基

づき基本目標を掲げ、これを実践するた

めに 7 項目に区分してそれぞれの目標を

設定した。 
倫理綱領 

一、会員は、臨床検査の担い手として、

国民の医療及び公衆衛生の向上に貢献す

る。 
一、会員は、学術の研鑽に励み、高い専

門性を維持することに努める。 
一、会員は、適切な臨床検査情報の提供

と管理に努め、人権の尊重に徹する。 
一、会員は、医療人として、医療従事者

相互の調和に努め、社会福祉に貢献する。 
一、会員は、組織人として、会の発展と

豊かな人間性の涵養に努め、国民の信望

を高める。 
第 3 次マスタープラン基本目標 

「国民の健康に貢献する医学検査の実践

と普及」実践のための 7 項目とそれぞれ

の目標設定 
1．地位・制度 
公益法人としての理念と姿勢の明確化 

2．組織・運営 
基盤の強化・執行部体制の見直し・時

代に即した業務と監査 
3．日本医学検査学会 
｢日本医学検査学会｣の位置付けの向上 

4．出版事業 
「医学検査」の普及および医療情報の提

供とその啓発 
5．行政・関係省庁 
検査技師に関する資格、教育、業務の

地位向上 
6．関連団体・関連学会 

主体性をもった関連団体、関連学会と

の協調および連携 
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7．国際交流・国際協力 
国際交流・国際協力を通しての検査技

師の質的向上 
Ⅱ．実現への指針 

1．地位・制度 
1)職能団体 

(1)国民へのアピール 
検査技師が医療の場でいかに重要な役

割を演じているかの理解を深めるため、

直接患者に関わる業務の拡充・推進を図

るとともに、保健医療政策に基づいたキ

ャンペーンへの参加方法等を検討する必

要がある。 
(2)技師教育への取り組み 

医学系大学における保健学科の設置に

より保健衛生学士が誕生しているが、さ

らに多くの修士・博士の資格を取得し、

技師教育の場に参画していくことが望ま

れる。また、「技師教育委員会」において

は関係省庁・関連団体と協議し、大学へ

の編・入学や放送大学等への進学のため

の情報提供と支援を行う必要がある。 
(3)医療情報の提供責任と説明責任 

患者満足度に寄与するサービスや接遇、

医療情報の「提供責任と説明責任」を果

たすための研修会等を実施する必要があ

る。 
(4)臨床検査部門の管理運営 

現在、専門教育研修として「管理運営

課程」を設けているが、履修者が少ない

のが現状である。検査技師はマネジメン

ト感覚を有して業務にあたることが肝要

であることから、将来的には、当会が認

定機構とともに管理運営に関する認定資

格を新設し、会員施設に必置となるよう

に推進することが望まれる。 
(5)管理基準体制の整備と実践 

臨床検査部門運営に重点を置いた医療

機能評価プログラムを作成し、このプロ

グラムを用いて機能評価専門委員養成の

研修会を実施する必要がある。また、機

能評価専任委員として日本医療機能評価

機構に任用されるような仕組みも必要で

ある。このような管理基準体制の整備に

努めることにより、検査の質を確保する

ことができる。 
2)法改正 

(1)業務制限法制化 
現在、当会が要求している法改正の中

で、「臨床検査技師・衛生検査技師等に関

する法律」の「指導監督」を「指示」に

改める事項に関し、国会へ提案する方向

性が出てきた。さらに業務制限の法制化

を推進するためには、世論が高まるよう

な方策等を講じる必要がある。 
(2)在宅医療への進出 

在宅医療に関わる業務の拡大を検討す

ることが課題である。今後は、在宅医療

でも採血行為・生理学的検査を実施でき

るように法整備を視野に入れ検討する必

要がある。 
(3)検診事業への関わり 

現在、非侵襲性かつどこでも実施可能

な検査機器の研究開発が進められている。

すでに、この一部は郵送検診などの検診

事業において導入されており、医療施設

以外の施設(保険薬局等)での実施も検討

されつつある。 
当会としては、これらの機器管理や精

度管理等も含めた対応を検討する必要が

ある。 
3)認定制度 
認定検査技師機構において、当会が提

案する認定資格が採択されれば、会員の

意識高揚に直結するとともに診療支援と

して患者および国民に貢献できるものと

思われる。 
以下に、今後検討されるべき必要な認

定資格について記す。 
①日本医療機能評価機構や ISO の認証・

認定の審査員として参加できる認定資格 
②臨床現場に密着し、EBM に基づいた臨

床検査のコンサルテーションを担う認定

資格 
③検査総合管理を担う認定資格 
これらの認定技師制度の創設については

認定検査技師機構で検討し、その実現を

目指す必要がある。 
4)生涯教育研修制度 

(1)検査研究部門と地区検査研究部門

の在り方 
検査研究部門は「医学検査」の研究開

発を主とした活動を行い、地区検査研究

部門は臨床検査技術・知識の普及に努め

るような研修会を中心に企画実行するよ

うに、役割の明確化を検討する必要があ

る。また、諸研修会は、多くの会員が参

加しやすいような環境を設定するよう再

考する必要がある。 
(2)診療科別(臓器別)医学検査研修会

の設置 
臨床現場や患者に直結し、広い知識と

技術のもとに即座に対応できる検査技師

の育成が望まれる。そのためには、専門

学会の協力を得て、新しい体系の教育研

修会の実現を目指すことが肝要である。 
(3)卒前・卒後教育の整備 

卒後教育として「一般教育研修課程」

「専門教育研修課程」が施行されている

が、今後は、卒前・卒後にわたり、一貫

した教育プログラムの整備が必要である。 
(4)臨床検査技術の指導要領の作成と

習得 
会員施設における検査技術の施設間差

の縮小およびデータの共有化に向けた臨

床検査技術の標準化・マニュアルを作成

する必要がある。その上で、生涯教育研

修課程にこれらの内容を含めた研修会を

実施することが望ましい。 
(5)認証・認定取得の啓発 

ISO9000，ISO15189，ISO15190 及び

日本医療機能評価機構等の認証・認定の

取得は、臨床検査部門の社会的地位を確

立するものであり、検査技師の質と意識

の向上に重大な要素となる。 
これら認証・認定に関する情報を提供

し、取得のための指導・教育等を推進す

る必要がある。 
(6)チーム医療 

検査技師がチーム医療の一員として積

極的に診療支援に関与するために、クリ

ニ カ ル パ ス 、 ICT(Infection Control 
Team:感染防御チーム )、NST(Nutrition 
Support Team:栄養サポートチーム )、糖

尿病療養指導士、CRC(Clinical Research 
Coordinator:治験コーディネーター )、
TDM(Therapeutic Drug Monitoring：
薬物血中濃度モニタリング)等の領域にお

いて、チーム医療に参画する方策を検討

するとともに会員に対して情報提供を行

う必要がある。 
2．組織・運営 

1)組織 
(1)再編 

事業の円滑な推進を図るため、研修・

精度管理・試薬開発・出版等の事業を外

郭組織団体として設置することなども含

めて組織の再編を検討する必要がある。

新たに「医療情報部」等を設置し、当会

からの情報や関係省庁からの緊急通達事

項等を迅速に会員へ発信するなどの体制

整備が必要である。また、「環境問題を取

り扱う部」の設置等も望まれる。その一

例を次に挙げる。 
①外郭組織団体の設立 
研修、精度管理、試薬開発、出版等の

事業については、外郭組織団体(別法人等)
として、組織から分離することも考慮し、

検討する。 
②事業部の新設 
事業部を新設し、現在の担当部署を必

要に応じて組織内で独立し、各事業部は

理事会での承認を得たのち執行部からの

依頼を受け、実務的な計画、実施等を行

う。 
・政策事業部 
政策並びに渉外、他団体、学校教育に

関わることなど、対外的な事業一切を統

括する。 
・国際事業部 
国際活動に関することすべてを執り行

う。 
・学術事業部 
学会および学術的要素を主とした研修

会等の活動を行う。 
・職能・開発事業部 
検査法等の開発、精度管理、研修会、

広報・出版等の職能に関係の深い事業を

一括して執り行う。 
・医療情報部 
当会のホームページの管理運営にあた

る。また、当会からの管理運営や学術面

の情報および行政、関係省庁、医療業界

からの緊急事項あるいは通達等の最新情

報を地区技師会・都道府県技師会や希望

する会員に対し直接通達(ネット配信)す
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る。将来、電子会議も計画する。 
・環境対策部 
臨床検査にかかわる環境に関する問題

一切を執り行う。 
・総務部 
事務局と直結し、総会、会員管理、福

利厚生業務等を実行する。 
・監査室 
監査業務に関すること一切を執り行う。 
③常設委員会や臨時的な委員会の設置 
現状、多くの委員会があるが、以下を

新設することも重要である。 
1.倫理委員会 
2.事業計画検討委員会（年間の事業予定や

内容等、各部横断的に検討する） 
2)執行部体制 

(1)支部制の導入 
地区技師会を単位とする支部制を導入

し、当会の方針や実務遂行を十分発揮で

きる体制を作ることが望ましい。 
(2)理事定数 

当会の会員構成の特性を考慮すると同

時に、政府の男女共同参画事業にならい、

女性理事の積極的な登用を図ることが望

ましい。 
(3)専務理事の定数と業務・職務権限

の明文化 
専務理事の業務が円滑に遂行できるよ

うに、その定数と業務・職務権限を諸規

程の上で明文化する必要がある。 
3)監査法人による外部監査・業務監査 
現在、経理および事業の遂行状況や活

動状況に関し、監事による監査が実施さ

れているが、監査日程や専門性の点から

監査法人等の外部専門家による監査を実

施することが望ましい。 
4)財政基盤 

(1)会員の入会対策 
当会は公益法人であるため一般会員の

会費が大きな収入源であり、入会対策は

地区技師会並びに都道府県技師会と協力

してあたるべきである。 
新卒者や非会員検査技師の入会率を上

げるための事業計画を作成する。 
例えば、先に示した当会独自の認定技

師制度の確立、日本医療機能評価機構の

検査部門に採用されるようなプログラム

の作成と普及等が効果を発揮するものと

思われる。 
また、教育機関や学生に対しての卒後

教育の必要性・職能団体の意義を浸透さ

せるなど、新卒者の入会対策を検討する

必要がある。 
(2)会員構成および会費の取り扱い  

検査界を取り巻く状況の変化を考慮し、

新たな会員構成による会員の増加を図る

ことが重要である。 
例えば、学会員(１年間の学術会員；た

だし検査技師以外の医療従事者が対象)や
特別会員(関連団体並びに関連学会員で一

定の条件を満たす人)、準会員（育児・介

護休暇や長期療養中の休業の会員、退職

後の会員、パート・臨時職員および海外

在住会員）等を新設し、会費の取り扱い

についても正会員と区別し、特に準会員

に対しては会費減免等の優遇措置を検討

することが望まれる。 
 (3)会費の効率的利用 

近未来的に際立った会員数の増加は期

待できないことから、今まで以上に予算

配分をあらゆる角度から再検討し、事業

内容に即した効率的経費の利用を図る必

要がある。 
3．日本医学検査学会 

1)日本医学検査学会 
日本医学検査学会(以下「全国学会」と

いう)は、当会事業の中で職能活動ととも

にその根幹をなすものである。 
学術団体として医学界における全国学

会の位置付けの向上を目指すために、以

下の事項について必要な委員会を設置し、

検討することが望ましい。 
(1)全国学会の独立 

医療界の動向や社会情勢を考慮し、「医

学検査」に関する関連学会を統一する目

的から、関連学会・団体との共同開催等

を検討し独立した学会としての在り方を

検討する。 
(2)オープン化 

全国学会の学会参加資格の緩和を更に

拡大し、学会員(１年間学術会員)として医

療関係者にオープンにし、積極的に学会

員の募集に取り組むことを検討する。 
(3)運営  

学会開催は、基本的に受益者負担とし、

開催は隔年または 4 年に 1 回とする等を

検討し、また会場は交通の利便性や地区

技師会の活性化等を考慮し、会員が参加

しやすい環境設定を再考する。 
(4)企画  

学会のレベルアップを図るため、学会

企画立案の方法や演題選定基準等を再考

し、「医学検査」関連学会の中でも高レベ

ルの学会として認知される方策を検討す

る。 
(5)地区学会 

地区学会を分科会的な観点から再考し、

全国学会の在り方も含めて検討する。 
４．出版事業 
出版事業については、「事業検討委員

会」で以下の事項を検討することが望ま

しい。 
1)運営 
出版事業は、他の関連する事業と一つ

にまとめたうえ外郭組織団体もしくは組

織内で独立して運営することを検討し、

その実現を目指すことが望ましい。 
2)事業整備 

出版事業は、国民に良質な医療情報の提

供という重大な責務を負っており、企

画・運営等に関わるスタッフの充実が必

須である。 
また、技術マニュアル書をはじめ各種

テキスト等の学術書は、会員に対してよ

り高度な技術取得の場を等しく提供する

ことから内容の充実と質の向上を目指す

必要がある。 
現在、JAMTIS では会誌閲覧ができる

体制にあるが、この枠を広げ会誌のカラ

ー写真掲載や検査法マニュアルの閲覧お

よび研修会テキスト等の教育書の閲覧を

行うことが望まれる。 
3)査読委員 

 技師会誌「医学検査」のレベルアップ

を図るためには、専門性を重視した査読

委員の登用等の在り方を検討する必要が

ある。  
 4)医学検査の啓発 
国民に向けた啓発のためのパンフレッ

ト類は、検査技師の認知とともに地位向

上に重要な役割を果たすことから、十分

な企画運営のもとに発行することが肝要

である。加えて、国民に対し映像で「医

学検査」「検査技師の役割」を伝えるビデ

オ・スライド等の整備も今後検討する余

地がある。 
現在、これら啓発用パンフレット類は

都道府県技師会を通じて配布されている

が、各技師会の取り組みには大きな差が

ある。 
当会としては、十分な効果が得られる

ように地区技師会や都道府県技師会に対

し行政を通じた啓発方法等も含めて支援

の在り方を検討する必要がある。 
5)IT 利用 
会誌・会報等については、今後ホーム

ページを利用した閲覧に伴う技師会誌(冊
子体)の在り方を検討する必要がある。 
会員が望む閲覧方式を、時勢に沿った

形で検討する必要がある。 
５.行政・関係省庁 

1)厚生労働省および関係省庁 
(1)関係法規の見直し 

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関す

る法律」「医療法」での資格や地位向上に

関しての法改正を継続要求する。また、

我々検査技師の身分法・業務範囲・業務

内容等については、「臨床検査技師・衛生

検査技師に関する在り方等検討会」で議

論された内容を、国会で「臨床検査技師

改正法案」として審議して行くことを要

求し、その実現を目指す必要がある。 
(2)業務制限 

現在、一部施設において臨床検査業務

を無資格者が行っている。安全性、信頼

性等において国家資格のある検査技師が

検査をすべきであり、早急に全項目にお

いて業務制限を求める必要がある。 
(3)診療報酬点数改正と新設  

現在の検査実施項目において、経費、

労力に合わない検査項目を診療報酬点数

として要求する必要がある。 
また、新規検査の開発・臨床利用され

ている未収載項目についても早急に保険

適用を求め、さらに、新設の事項として

次の内容の実現を目指す必要がある。 
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(ア)検査技師が検査を実施した場合に検

査項目の何％かを、「臨床検査技術料」と

して加算要求する。 
(イ)検査内容を患者に説明した場合に「臨

床検査指導料」として加算要求する。 
(4)人材派遣 

労働者派遣法改正（労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律）により、人

材派遣業を行うことが可能になった。人

材確保のための財源や事業を行う上での

責任等、解決すべき問題も多く、今後検

討する必要がある。 
(5)労働安全衛生 

昨今、医療安全、感染予防対策が重要

視され、臨床検査部門においても安心し

て検査が実施される環境整備を整えるべ

きである。ISO、日本医療機能評価等の認

証・認定取得の啓発と支援方法を検討す

る必要がある。 
(6)緊急時対策事業への参画 

現在、災害救助法には検査技師の業務

従事命令が規定されていないため、厚生

労働省に対し災害救助法の改正を含め検

査技師の参画を要請する必要がある。 
(7)連携体制 

行政・関係省庁が企画する委員会等に

対して、当会役員が委員として参加でき

る体制を作ることは非常に重要である。

特に、検査技師が専門とする分野や得意

とする事柄に関しての情報等（例えば、

感染症ネットワーク構築等の情報）が、

いちはやく当会に提供されるように連携

体制を整え、医療機関での対応の在り方

に関する情報通達や業務内容規定を検討

する必要がある。 
2)地方自治体 

(1)公益事業への参加支援 
地区技師会が実施している公益事業へ

の援助方法を検討し、各都道府県・市町

村主催のイベント（健康展他）に積極的

に関与する体制を作ることが望まれる。 
また、地方自治体や国民に対して、検

査技師が医療従事者の一員であり、臨床

検査は検査技師の業務であることを啓発

する手段を検討する必要がある。 
(2)検診事業への協力支援 

医療において疾病の早期発見、早期治

療を行うことは、予防医学の観点からも

重要な課題である。 
そのためにも、地方自治体と連携を図

り、生活習慣病健診、感染症検査事業等

の国民の健康と疾病予防に協力する手段

を検討する必要がある。 
(3)学校教育の実地研修 

国民に広く検査技師を認知してもらう

ためには、学校教育の実地研修に検査部

門が組み込まれるように都道府県教育委

員会等へ申し入れを行い、青少年に「医

学検査」と検査技師の存在をアピールし

ていく必要がある。 
6．関連団体・関連学会 

1)関連団体 
業務拡大や雇用拡大については、「日本

医療技術者団体連絡協議会」(9 団体協議

会)で協議がなされているが、これをさら

に発展させ、学術交流も含めた具体的な

協議に入る必要がある。 
あわせて、四師会(日本医師会，日本歯

科医師会，日本薬剤師会，日本看護協会)
と連携を図ることは、今後の検査技師の

在り方にとって非常に重要な課題である。 
また、登録衛生検査所での有資格者の

雇用拡大等についても、日本衛生検査所

協会との協議を推進する必要がある。 
2)関連学会 
標準化事業、精度管理事業等において、

検査技術統一化の実現を目指すために、

当会が主導的立場で関連学会との関係を

築く方策を検討する必要がある。 
7．国際交流・国際協力 

1)国際交流 
諸外国との交流を深め情報交換を行う

ことは、行政の中や国際の場で活躍でき

る質の高い検査技師の育成につながるた

め、より一層の交流推進が必要である。 
(1)国際学会への参加支援  

①国際学会役員会への派遣 
国際学会役員会へ当会役員を継続派遣

し、ホームページ(JAMTIS)および技師会

誌「医学検査」を通じて、これら国際会

議の情報提供と議事録の開示を行う必要

がある。 
②国際学会への参加支援 
国際学会での研究発表は、「医学検査」

の発展のための礎であるとともに、見聞

を広げ世界にその存在を示す好機といえ

る。渡航費補助等など、国際学会への参

加機会を与えることが望ましい。 
(2)国際的な標準化事業への取り組み 

現在、推進されている WHO による国

際的標準化への試みに対して、日本臨床

検査医学会の活動と協調して AAMLS 等

の枠組みを用い積極的な取り組みを行っ

ていくことが必要である。 
2)人道的国際協力 

  (1)人道支援 
ODA (Official Development Assistan- 

ce：政府開発援助)による検査技師の派遣

は、個人レベルでの活動とされており、

当会としての対応は、研修員の受け入れ

を主軸に行ってきた。 
今後は、世界で求められる人材の育成

と、現地で活動する技師のバックアップ

体制を取るとともに、国際協力活動の立

案・実施を行っていくことが必要である。 
  (2)研修事業 

①JICA・JIMTEF の研修事業の見直し 
現在、実施されている JICA 集団研修

(細菌学)および JIMTEF 個別研修におい

ては、その研修プログラムを見直し、研

修受け入れ施設担当者の負担軽減のため

の情報提供や、JICA 研修所を使った座学

の実施等の工夫が必要である。また、効

果的な研修を行うために JICA と協議の

もとに研修員のグルーピング及び研修内

容の変更を再考することが肝要である。 
②会員への情報提供 
国際協力についての研修会に、海外活

動経験者を活用することが必要であり、

そのための情報収集や会員への情報提供

を行う必要がある。 
 (3)人材育成事業 

海外で検査技師が活動を行うにあたり、

国際医療協力の枠組みや熱帯医学、WHO
等により示されている保健政策等の高度

な国際保健活動を行うことができる人材

の育成が必要である。そのためには、関

連大学・関連施設での研修制度を検討し

ていくことが望ましい。さらに、高齢化

社会の加速に伴い退職後の会員が海外ボ

ランティア等で活動することなども視野

に入れて、生涯教育研修制度および技師

教育の中に国際保健学を取り入れる必要

がある。 
また、全国学会において国際保健のセ

ッションを立ち上げ海外活動の報告を行

う機会を設け、会員に広く情報提供を行

うことも重要である。 
(4)国際協力体制への参画  

ODA 等の医療協力実施検討調査に関

わる検査技師は、日本を代表する立場で

あることから、「医学検査」に対する十分

な知識を持つ人材を選出することが重要

である。 
(5)情報整備事業 

国際医療協力に関する人材、機材、学

術等の情報を一元化し、団体および個人

への参加支援のための情報提供が出来る

ように、国際部において情報整備を行う

必要がある。 
Ⅲ．最後に 

第 3 次マスタープラン要綱は、中期的

展望にたって策定を行いました。 
今後の事業展開については、社会情勢

の変化に応じて対応することを希望しま

す。また、本要綱を推進するために会員

と本要綱を共有化することが重要である

と考えます。 
地区技師会を通して広く広報し、会員

に周知することが望ましく、いずれの会

務も本要綱に照らした事業計画を立案・

遂行し、その進捗状況を会員に開示する

ことを希望します。    ＜了＞ 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


