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平成 23 年 11 月 14 日(月)、厚生労働省

医政局医事課において、診療放射線技師

の業務範囲変更(業務拡大)についての説

明を受け了解を求められた。厚生労働省

からは、医事課石井安彦課長補佐、企画

法令係土岐太郎係長、舟津謙一、小川博

昭医事専門官が出席し、当会は 髙田会

長、小沼副会長、金子専務理事が出向い

た。業務範囲が変更となる点は、①診療

放射線技師が実施する検査に関連した業

務の追加、及び、②放射性同位元素を用

いた検査＜RI 検査＞の追加である。 
 RI 検査における放射性同位元素投与後

の撮影について、実態としては診療放射

線技師が実施しているが、法的に業務と

して明確に位置づけられていないため、

安全性・品質 管理上の課題がある。そ

のため、現在、診療放射線技師の業務範

囲の見直し(検査関連業務の追加)を検討

しているところである。RI 検査について

も、実態として、多くの検査が診療放射

線技師により実施されていることを鑑み、

診療放射線技師の業務範囲として位置づ

けるという説明であった。 
具体的には、RI 検査を、「診療の補助と

して、磁気共鳴画像診断装置その他の画

像による診断を行うための装置であって

政令で定めるものを用いた検査」(診療放

射線技師法第 20 条の 2)に位置づけ、政令

に、RI 検査関連機器を追加する。 
 当会としては、このことにより診療の

現場に混乱を及ぼすことは国民の不利益

につながる恐れがあることを懸念する。

また、この業務は 100%診療放射線技師の

みが実施している確証も無い。仮に、こ

の業務を臨床検査技師も実施している実

態があるのであれば、当該臨床検査技師

に、更にその施設に不都合が生じないの

であればこれを容認するとした。 
また、今回の事例には含まれてはいな

いが、今後、同様に血管造影等の業務に

波及する可能性もあり、その場合は医療

機器メーカーの担当者等も当該者となり

得る。更に、先の法改正による附帯決議

事項の進展等にも係る事例でもあるが、

敢えて今回は慎重に推移を見守るに止め

今後に備えることとした。

 
＜厚生労働省提示参考資料＞ 
◆ 診療放射線技師について(概要) 
1 現況    免許取得者数(平成 22 年 12 月 31 日現在)   69,334 名 
      医療従事者数(医療施設調査・病院報告より)  病 院：38,079.4 名(平成 21 年 10 月 1 日現在) 
                             診療所：  8,672.6 名(平成 20 年 10 月 1 日現在) ※いずれも常勤換算数 
      学校養成所数(平成 23 年 4 月 1 日現在)     42 校、定員 2,516 名(うち厚生労働省指定 15 校、定員 999 名) 
2 業務  ○    医師・歯科医師の指示を受けて、放射線(エックス線等)を人体に対して照射(撮影を含む。) 

※ 照射機器・放射性同位元素を人体内に挿入して行うもの(PET 検査等)を除く。 
※ 医師・歯科医師の指示は「具体的な指示」でなければならない。 
※ 原則として、病院・診療所において実施しなければならない。 

○ 医師・歯科医師の指示を受けて、磁気共鳴画像診断装置(MRI)等を用いた検査を実施。 
◆ 診療放射線技師業務実態調査((社)日本放射線技師会実施) 
  調査の概要：インターネットによる調査。回答者数は以下のとおり。 

 

 

厚生労働省医政局医事課                                平成 23 年 11 月 14 日

診療放射線技師の業務範囲について 

 
調査項目のうち、医行為に該当するものと考

えられる項目は以下のとおり。 
【X 線 CT 検査・MRI 検査】 
・留置針からの造影剤投与 
・造影剤自動注入器からの造影剤投与 
・留置針の抜針及び止血 
 
【下部消化管検査】 
・下部消化管検査に必要なネラトンチューブ 
 の挿入 
・チューブよりバリウム・空気・ガストログラ

フィンを注入 
・カテーテル挿入部の触診 
 
【上部消化管検査】 
・造影カテーテルの挿入 
・造影剤をカテーテルより投与 
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◆ 業務範囲の見直しの考え方(事務局案)  
① 診療放射線技師が実施する検査に関連した業務の追加 

1 放射線技師が実施可能な業務の追加 
○ 日本放射線技師会が実施した実態調査の結果等を踏まえ、診療放射線技師が実施し得る検査(CT検査、下部消化管検査等)の実施に

伴って必要とされる一定の行為(以下「検査関連行為」という。)について、診療放射線技師が「診療の補助」として実施することがで

きることとしてはどうか。 
○ 検査関連行為として想定している行為については、 
・人体に影響を及ぼす程度が比較的高いこと 
・診療放射線技師の従来の業務(各種検査装置の操作等)と業務の性質が異なることを踏まえれば、診療放射線技師が、その実施の適否

や実施方法に関する一定の判断を行うことは難しいと考えられることから、医師・歯科医師の「具体的な指示」を受けて実施すること

が適当ではないか。 
○ 拡大する業務の行為については以下のとおりとしてはどうか 
1 浩影剤の血管内投与に関する業務 
・CT検査、MRI検査等において医師又は看護師により確保された静脈路又は動脈路に造影剤を接続すること及び造影剤自動注入器の

操作を行うこと。 
・造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。 
2 下部消化管検査に関する業務 
・下部消化管検査に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。 
・肛門より挿入したカテーテルより、造影剤及び空気の注入を行うこと。 
2 教育内容の見直し 
○ 現在の診療放射線技師の基礎教育は、各種検査装置の操作等を適切に実施することができる能力を習得することを念頭において行

われており、検査関連行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容(臨床解剖学、病態生理学、臨床薬理学等)を盛り込む必要があ

るものと考えられる。 
○ このため、関係法令・通知等を改正し、検査関連行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を、現行の教育内容に配慮しつ

つ、追加するとともに、学校・養成所において整備すべき機械器具・標本・模型等を追加することとしてはどうか。 
3 その他 
○ 既に診療放射線技師の資格を取得している者について、医療現場において検査関連行為を実施する際には、医療機関や職能団体等

が実施する教育・研修を受けるよう促す必要がある。

 
◆ 業務範囲の見直しの考え方(事務局案)  
②放射性同位元素を用いた検査＜RI検査＞の追加 
(放射線同位元素を用いた検査(RI 検査)について・診療放射線技師法上のRI 検査の取り扱い)
1 現状 
1) 検査の概要 
放射性同位元素を投与し、身体から放出される微量な放射線(γ線)を検出器で計測し体内の薬剤分布を画像化、数値化して診断情報

を得る検査。シンチレーションカメラ(またはSPECT装置)又はPET装置を用いて行われる。

2) 診療放射線技師法上の取扱い 
診療放射線技師の業務範囲については、①放射線を人体の外から照射すること、②政令で定める装置を用いた検査を実施することと

されており、RI査についてはどちらにも訪当せず、診療放射線技師が実施する根拠がない。 
(参照条文) ◇ 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号) 
(定義) 
第二条 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。 
 一 アルファ線 
 二 ガンマ線 
 三 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線 
 四 エックス線 
 五 その他政令で定める電磁波又は粒子線 
 2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照

射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して

行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。 
(画像診断装置を用いた検査の業務) 
第二十四条の二 診療放射線技師は、第二条第二項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三

十一条第一頁及び第三十二条の規定にかかわらず、診断の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装

置であって政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。 
※「政令で定めるもの」とは、①磁気共鳴画像診断装置、②超音波診断装置及び③眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影

するためのものを除く。)
2 課題 
○ RI 検査における放射性同位元素投与後の撮影について、実態としては診療放射線技師が実施しているが、法的に業務として明確

に位置づけられていないため、安全性・品質管理上の課題がある。 
3 対応安 
○ 現在、診療放射線技師の業務範囲の見直し(検査関連業務の追加)を検討しているところであるが、RI 検査についても、実態として、
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多くの検査が診療放射線技師により実施されていることに鑑み、診療放射線技師の業務範囲として位置づけてはどうか。 
○ 具体的には、RI 検査を「診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定

めるものを用いた検査」(診療放射線技師法第二十条の二)に位置づけ、政令に、RI 検査関連機器を追加する。 
 (追加機器の侯補) 
【薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器】 
・核医学診断用据置型ガンマカメラ 
・核医学診断用移動型ガンマカメラ 
・核医学診断用検出器回転型SPECT装置 
・核医学診断用リング型SPECT装置

 
 
 

 
 
 
 

11 月 16 日に開催されたチーム医療推

進方策検討 WG(座長：山口徹 、虎の門病

院長)は、診療放射線技師が「診療の補助」

として実施することができる業務を整理

した。それは、造影剤の血管内投与や下

部消化管検査に関する業務が中心で、RI
検査も診療放射線技師の業務範囲とする

ことで一致し、チーム医療推進会議へ報

告する予定としている。 
 これまでの会議では、CT 検査における

抜針行為や CT 検査の造影剤注入などに

ついては、すでに診療現場において診療

放射線技師が実施していることが指摘さ

れていたことを受けての論議である。 
この席上、厚労省は、日本放射線技師

会が実施した、診療放射線技師業務実態

調査において、「実施しているあるいは実

施するときもある」との回答のあったこ

とを挙げ、＜留置針からの造影剤投与、

造影剤自動注入器からの造影剤投与、留

置針の抜針・止血、下部消化管検査に必

要なネラトンチューブ挿入、チューブよ

りバリウム・空気・ガストログラフィン

注入、カテーテル挿入部の触診、造影カ

テーテル挿入、造影剤をカテーテルから

投与＞等については、医行為に該当する

ものと考えられることで整理した。その

上で、診療放射線技師の業務範囲を見直

し、CT 検査・下部消化管検査などの実施

に伴って必要な造影剤の血管内投与や下

部消化管検査に関する業務を検査関連行

為とし、診療放射線技師が「診療の補助」

として実施することができることを提案

し、WG からは特に反対はなかった。し

かし、今回の業務範囲の見直しでは、上

部消化管検査に関してはリスクの高い医

療との見解から除外するとしている。 
放射性同位元素を用いるRI検査も実態

としては診療放射線技師が実施している

が、いまだ法的な位置付けがなされてい

ないため、診療放射線技師法に位置付け、

政令にRI検査関連機器を追加するとした。 
これら見直しに伴い、検査関連行為の

安全かつ適切な実施のための教育内容を

基礎教育に盛り込む。資格取得者につい

ては、医療機関や職能団体が実施する教

育研修を受けるよう指導する予定として

いるが、委員からは、有資格者に対する

研修の実施を求める声が強く挙がった。 
【MDF】

 
※ 関連資料は、以下をご覧ください。 

 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001vw97-att/2r9852000001vwbx.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
日本医師会藤川謙二常任理事は 11 月

16 日の定例会見において、チーム医療推

進会議(厚生労働省)で検討されてきた「特

定看護師制度」に対し、「関係者や国民の

合意を得ず社会保障・税一体改革で急速

な法制化は許されない」とした。さらに

慎重な議論をするよう求めた。問題点の

詳細は18日のチーム医療推進会議に資料

として提出するかまえ。看護師は、専門

看護師や認定看護師などが医療の現場で

は役割を果たしており、国民が感じてい

る社会的評価の向上を先決問題とするべ

きであり、本当に看護師の侵襲性の高い

医行為を積極的にやりたいとは思ってい

るのか？思っていないのが現実であろう

と指摘した。診療の現場が求めるのは看

護師が診療の補助として実施できる範囲

を明確にすることとした。 【MDF】
 

日本医師会定例記者会見(平成23年11月16日) 「特定看護師(仮称)問題について」 
 
チーム医療の推進は、国民がより安全

で質の高い医療を受けられるよう、全て

の医療関係職種が質の向上に取り組み、

連携・協働していくことであると認識し

ている。しかし、現在議論となっている

特定看護師(仮称)問題は、「チーム医療の

推進」とは名ばかりで、医師不足を補う

ために看護師に医師の代わりをさせたい

という一部の医師と、「看護の自律、キ

ャリアアップ」のために特定看護師(仮称)

が必要であると主張する一部の看護師に

端を発するものである。 
現在、医療現場では、医療安全を高め

るために、医療機関全体で様々な取り組

みを行っているところである。チーム医

療をさらに進めることは重要であるが、

業務範囲の拡大によって、医療安全が損

なわれることがあっては本末転倒である。

そのことを充分肝に銘じて、慎重に議論

すべきである。 

◆ 現在、「特定看護師(仮称)養成調査試

行事業」(平成22 年度開始)及び「特定看

護師(仮称)業務試行事業」(平成23 年度開

始)が行われている。これらの事業は、「特

定行為」とは何かを大学院等がそれぞれ

考え、自らが決めた内容を教育し、国と

しては何ら担保することなく、現場で実

践することを認めるというものである。2
年間教育を受けた者はまだ存在しておら

ず、進行中の事業である。従って、まず、

日本医師会                               平成 23 年 11 月 16 日

定例会見で特定看護師(仮称)の法制化に反対 

 

チーム医療推進方策検討 WG                              平成 23 年 11 月 16 日 

診療放射線技師の業務範囲見直しで一致 
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この試行事業の結果についてきちんと検

証を行い、その結果を踏まえて、必要か

どうかをじっくり議論していくのが筋で

ある。 
◆  11 月7 日の看護業務検討ワーキング

グループに「看護師特定能力認証制度骨

子案」が示されたが、厚生労働省は充分

な議論を経ないままに、保健師助産師看

護師法の改正に向けて、12 月の社会保障

審議会医療部会に諮ろうとしている。関

係者や国民の合意なきままに、社会保

障・税一体改革ありきで法制化を急ぐこ

とは許されない。特定看護師(仮称)の創設

は、国民の生命にかかわる重大な問題で

あり、社会保障・税一体改革とは一線を

画し、時間をかけて慎重に検討すること

を求める。       【MDF】

 
特定看護師(仮称)制度の問題点 

 
１．国民や患者が望む制度なのか 
◇  介護職によるたんの吸引は、患者・

家族からの強い要望によるものであるが、

特定看護師(仮称)は国民から求められて

出てきたものではない。 
◇  患者は、病気にかかり、ただでさえ

不安を抱えている。そのような状況で、

人生においてそう何度も経験することで

はないリスクを伴う医行為は、医師にし

てもらいたいと思うのが当然ではないか。

医師の負担軽減のため、あるいは看護師

の自律のために特定看護師(仮称)が実施

することは、到底理解は得られない。 
平成21年度に行われた「チーム医療の

推進に関する検討会」(第8回)でのヒアリ

ングによれば、看護師の業務拡大に対す

る意識調査において、国民は「看護師を

教育・訓練して業務範囲を拡大すること

には概ね賛成であるが、リスクの高い医

療を行うことについては慎重な態度が表

明された」との結果が示されている。 
２．侵襲性の高い医行為及び難しい判断

を伴う医行為は医師が行うべきである 
◇  医師不足は特定看護師(仮称)で補う

べきではない。医師と看護師はそもそも

教育の内容(医学と看護学)が異なってお

り、特定看護師(仮称)は医師の「代わり」

にはなり得ない。侵襲性の高い医行為及

び難しい判断を伴う医行為は、医療安全

の視点から、医師が行うべきである。ど

んなに忙しくとも、医師が行うべきもの

は医師が行う。それが医師としての矜持

である。 
◇  外科系医師の不足は重大な問題であ

る。若手医師がハードな診療科を避ける

傾向があるが、医学教育の中でその魅力

を充分伝えるとともに、安全で安心な医

療が提供できる環境整備と過重労働解消

のため労働環境の改善を早急に進めてい

かなければならない。 
◇ 2年間あるいは8か月の間、現場を離

れ、経済的負担も覚悟して教育を受ける

のは決して容易なことではない。また、

業務経験5年以上の看護師が認証を取得

するために修学することは、地域医療の

現場に新たな看護師不足を引き起こすこ

とになる。医師でなければできない行為

ではなく、看護師が一定程度の研修を受

けて実施可能な行為は、現場のOJT(現任

教育)等によりスキルアップして実施して

いくことが充分可能と考える。 
◇ 「専門看護師や認定看護師では医学的

知識が足りないため特定看護師(仮称)が

必要である」とする意見があるが、2年間

も「医学教育」を受けなければ安全性が

担保できない行為であれば、すでに「診

療の補助」を超えるものではないか。そ

れは、厚生労働省が考える「認証を受け

た看護師」ではなく、新たな職種に他な

らない。 
３．「ミニ医師」ではなく、看護師にし

かできない業務を究めるべきである 
◇  看護師が専門的に勉強することを否

定するものではない。専門看護師や認定

看護師は現場で役割を果たしており、医

師の専門医と同様に、その社会的評価を

向上させることが先決である。また、自

己研鑽を積んで資質の向上を図ることは

医療職として当然必要である。しかし、

今回の「特定看護師(仮称)」は、あえて言

えば「ミニ医師」を作るようなものであ

って、本来の看護の道から離れるもので

はないか。看護師の本来の業務である「療

養上の世話」や「診療の補助」の業務を

レベルアップし、能力を発揮することで、

チーム医療の質の向上に大きな役割を果

たすことができると考える。 
◇ 多くの看護師は、決して侵襲性の高

い医行為を診療の補助として積極的にや

りたいとは思っていないのが現実である。 
しかし、試行事業を実施している大学

院関係者が、「特定看護師(仮称)を作るこ

とで、看護が魅力的な職業となり、中途

退職者の防止につながる」と考えている

(看護業務検討ワーキンググループにおけ

るヒアリング)とすれば、本会とは認識が

異なると言わざるを得ない。 
平成21年度「チーム医療の推進に関す

る検討会」(第8回)でのヒアリングによれ

ば、看護師の業務拡大に対する意識調査

において、看護師自身も「皮膚縫合、麻

酔維持管理、中心静脈ライン確保といっ

た業務に対して、圧倒的に反対が多く、

業務拡大により責任の所在が不明確にな

ること、過重労働の増大がその理由であ

った。」との調査結果が示されている。 
４．看護師が安全に実施可能な診療の補

助行為の整理について 
◇  現場が求めているのは、特定看護師(仮
称)ではなく、一般の看護師が診療の補助

として実施できる範囲を明らかにするこ

とである。本来、まずその整理を行って

から、特定看護師(仮称)が必要かどうかも

含めて慎重に議論すべきであるにもかか

わらず、特定看護師(仮称)創設ありきで進

んでいる。看護師が安全に実施できると

考えられるものを通知等で示すことだけ

でも、相当程度、業務の拡大が進むはず

である。 
◇  平成14年に「静脈注射」が診療の補

助であると明確にされたが、現在でも大

病院では看護師が実施せず、医師が実施

しているところがある。まずはこれらの

業務について、看護師の実施を進めてい

くことが勤務医の負担軽減につながる。

同時に、現在看護師が行っている業務に

ついて、看護師でなくてもできるものに

ついては、他の職種との連携・協働を進

めていくことが重要である。 
５．看護職以外の医療関係職との関係に

ついて 
◇  多職種がそれぞれの専門性を持って

業務に従事している医療現場において、

医師ではなく、特定看護師(仮称)が他の医

療関係職に指示を出すことがあるとすれ

ば、かえってチーム医療を損なうことに

なりかねない。特定看護師(仮称)の創設が、

チーム医療の連携・協働に障害を与える

ことを危惧する。 
６．具体的指示と包括的指示について 
◇  医師の指示の内容は、患者の容体、

診療の補助の内容、指示を出す看護師の

業務経験等に応じて、個々の医師が決め

るものである。「包括的指示」、「具体

的指示」として明確に規定され得るもの

ではない。 
７．法制化による影響等について 
◇  現行の保健師助産師看護師法におい

ては、看護師と准看護師の2職種が規定さ

れているが、医師の指示の下に実施でき

る診療の補助行為には差がない。今回の

特定看護師(仮称)についても、包括的指示

であれ具体的指示であれ、同じ行為がで

きるとすれば、敢えて保健師助産師看護

師法まで改正して認証制度を設ける必要

はない。 
◇  法律や政省令で「特定行為」を具体

的に位置付けることで、事実上「一般の

看護師が行う業務ではない」との認識に

なりかねない。看護師自身は、これまで

安全に実施してきた行為であっても、認

証がないために実施を躊躇するおそれが

ある。また、国民からは、包括的指示や

具体的指示の違いではなく、「認証が必

要な危険な行為」と捉えられるおそれが

ある。そうなれば、「認証のない看護師

にはやってほしくない」と思うのが当然

であり、たとえ現場で充分な経験を積ん

できた看護師がいても、認証がないとい
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うだけで、事実上実施できない事態が生

じ得る。特定看護師(仮称)の創設は、結果

として看護師の業務の拡大ではなく、業

務の縮小になってしまう。 
◇  看護業務検討ワーキンググループで

示された骨子案では「特定行為」の具体

例として、「褥瘡の壊死組織のデブリー

ドマン、脱水の判断と補正(点滴)等」を挙

げている。また、参考資料では、デブリ

ードマンの出血時対応として、「電気メ

スによる止血」まで想定している。これ

らの例だけでは、厚生労働省が想定する

「特定行為」の中にリスクを伴う行為が

含まれている可能性は否定できない。そ

もそも、「一般の医行為」と「特定行為」

の境界を、現場の混乱なく妥当な線で区

切ることは可能なのか疑問がある。 
◇ 「4」でも述べた通り、一般の看護師が

安全に実施できる行為を整理する必要は

あるが、網羅的に規定することは不可能

であり、結局グレーゾーンは存在し続け

るのが現実である。しかし、それは必ず

しも否定されるべきことではない。安全

性の担保は、法律で規定すれば済む問題

ではなく、現場の判断によるところが大

きい。今まで、医師、看護師、患者の信

頼関係の中で、個別具体的に対応してき

たことに、机上の空論で現場に法律で枠

をはめても、安全性の担保にはならない。 
◇ 「一般の医行為」と「特定行為」(それ

が必要かどうかも含めて)について、詳細

に議論することなく、来年の通常国会で、

特定看護師(仮称)制度の大枠だけでも法

制化をしようと性急に進めるのは、とに

かく制度を創設すればいいという考えで

しかない。さまざまな問題が懸念される

制度であるにもかかわらず、「急がなけ

ればならない」のであれば、その理由を

明らかにすべきである。  【MDF】
 
 
 
 
 
 
 
民主党のチーム医療小委員会(委員長：

山崎摩耶衆院議員)は、17 日(木)に医療関

連 6 団体からヒアリングを行った。その

中では、性急に進める特定看護師法制化

を懸念する意見や、特定看護師にとどま

らずチーム医療に関する議論を深めるべ

きだとの意見が出た模様である。6 団体に

は、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日

本放射線技師会、日本言語聴覚士協会、

日本理学療法士協会、日本作業療法士協

会が参加した。日本薬剤師会の山本信夫

副会長は、チーム医療の議論で特定看護

師に偏るテーマに違和感を示し、「チーム

医療は、専門職の専門性で相互に補完し

医療提供体制の中で医師の負担を減らし、

医療の安全を確保するのが目的」とした。    

【MDF】

 
 
 
 
 
 
 
 厚生労働省のチーム医療推進会議(座
長：東京大学大学院永井良三教授)第 9 回

会議が 11 月 18 日に開かれた。厚労省が

提示した「看護師特定能力認証制度骨子

(案)」について、制度化することのメリッ

ト、デメリットなどを議論したが、各委

員の意見は賛否が分かれた。厚生労働省

は、この会議での意見を 12 月の社会保障

審議会医療部会に報告した上で、再度同

会議にかける方針を示した。 
 看護師特定能力認証制度骨子(案)は、11
月 7 日に「チーム医療推進のための看護

業務検討 WG」で示された。同 WG では

厚労省が特定看護師(仮称)を看護師特定

能力認証制度として法制化に向けて議論

を加速させたことが賛否を分ける結果と

なった。永井座長は、「厚労省の認証制度

にするべきという意見と、現場で教育を

すれば良いという意見もある」と述べ、

論点整理から始めた。 
 永井座長が示した論点は、看護師特定

能力認証制度を法制化することのメリッ

トとデメリットと逆に法制化しないこと

のメリットとデメリットである。この前

提としては、これまで同会議内で、看護

師の現状は、カテーテルの挿入や動脈内

採決など、医行為に近いもしくは医行為

に該当するような行為をする「グレーゾ

ーン」があることを確認している。また、

グレーゾーンに対応するための教育・研

修は行う必要があるという点も共通認識

としている。 
 議論では、特定能力認証制度を設ける

メリットとしては、虎の門病院長の山口

徹氏が、「特定看護師(仮称)を制度化する

ことで、国が教育の場を確保してもらえ

れば、院内での教育労量の負担軽減にも

なり、医師も新しい領域に向かうことが

できる。看護師が行う特定行為は詰める

必要があるが、厚労省の認証制度であれ

ば医行為を整理するのにも役立つ」と述

べた。 
 一方で、日本医師会常任理事の藤川謙

二氏は、「特定看護師(仮称)を認証するの

は病院ごとにすべきだ」と、教育を受け

て厚労相が一律に認証した場合に、特定

行為をする際の責任の所在が不明確だと

指摘した。結果的には、「看護師の能力を

担保できる」という賛成意見と「責任の

所在が明確でない」の反対意見で分かれ

た。 
 会議後に厚労省医政局医事課長の田原

克志氏は、「2 年ぐらい特定看護師(仮称)
の議論をして、このような枠組みが必要

という認識では一致している。厚生労働

大臣の認証か、病院内での認証とするの

かが議論の本質になると思うが、特定行

為そのものも見えていないという意見も

あった。12 月の社会保障審議会医療部会

で今日の内容を報告し、チーム医療推進

会議で再度議論をしていただく。意見が

まとまれば、12 月中にまとまる社会保障

と税一体改革の関連法案に盛り込むこと

はまだ間に合う」とした。 
 意見書を提出 
 日本医師会常任理事の藤川氏は日医が

16 日に発表した特定看護師(仮称)へ反対

する見解の文書を参考資料として提出し

た。さらに、藤川氏にチーム医療推進会

議の委員らを加えた計 6 人の連名で、永

井座長あてに意見書を提出し、「特定看護

師(仮称)制度について 12 月の社会保障審

議会医療部会に諮ることは、時期尚早で

反対」とした。 
○ チーム医療推進会議構成員 
 日本医師会常任理事 藤川謙二 
 日本歯科医師会副会長 宮村一弘 
 日本薬剤師会副会長 山本信夫 
 日本放射線技師会理事 北村善明 
 日本理学療法士協会会長 半田一登 
○ チーム医療推進方策検討ワーキング

グループ構成員 
 日本作業療法士協会会長 中村春基 
------------------------------------------------------- 
＜意 見 書＞ 
        平成 23 年 11 月 18 日 
チーム医療推進会議座長 永井良三  殿 
 特定看護師(仮称)制度について、 12 月

の社会保障審議会医療部会に諮ることは、

時期尚早であり、反対であります。 

民主党チーム医療・介護 WG                              平成 23 年 11 月 17 日

医療関連 6 団体からヒアリング 

チーム医療推進会議                                 平成 23 年 11 月 18 日

特定看護師の法制化で議論 
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 現在、「特定看護師(仮称)養成調査試行

事業」及び「特定看護師(仮称)業務試行事

業」が行われており、これらの試行事業

について、きちんと検証し、その結果を

踏まえて、必要かどうかをじっくり議論

していくべきであります。 
「チーム医療推進会議」での充分な議論

を経ず、医療関係者や国民の合意なきま

まに、法制化を急ぐことには問題があり

ます。国民の生命にかかわる重大な問題

であり、引き続き時間をかけて、チーム

医療全体のあるべき姿について慎重に検

討していくことを強く求めます。 
               以上 
------------------------------------------------------- 
 これに対して、日本病院会会長の堺常

雄氏は、藤川氏が「医師不足を補うため

に看護師に医師の代わりをさせたいとい

う一部の医師と、看護師のキャリアアッ

プのために特定看護師(仮称)が必要とい

う一部の看護師によるもの」と発言した

ことに対し、「一部の医師、看護師という

が、そんなこともない」と反論した。 
 全国在宅療養支援診療所連絡会の太田

秀樹事務局長は、「在宅介護の現場で訪問

看護師は、かなりグレーゾーンに踏み込

んでいるのが現実。ただ、その訪問看護

師によって命が助けられているというこ

ともある。訪問看護師の能力を担保する

ためには、厚労省が認証制度を設けるこ

とはメリット」とし、「在宅介護のケース

は増え続けている中で、制度化して動き

出さなければ、デメリットは分からない」

とした。 
 続いて、日本看護協会の大久保清子副

会長は、「国民のニーズに安全に対応して

いくという立場で発言したい」とした上

で、「看護師はグレーゾーンで業務をして

いるが、想定していない業務もしている。

これは保健師助産師看護師法という延長

線で理解するのは難しい。法律で定めて

安全を担保するべきだ」と述べた。 
 さらに、2002 年に看護師による静脈注

射が通知で認められた点について、「通知

のみだと現場は混乱している。看護師の

業務として標準化して普及させるには法

律で定めるべき」として、不明確な看護

師の業務は、法的な線引きが必要という

認識を示した。 
 政策研究大学院の島崎謙治教授も、「看

護師の業務は『診療の補助』ということ

で、他の職種と比べて曖昧。それを区別

するために通知を出しているのだろうが、

ある程度レベルの低い業務で線引きする

と、高度なことはできない。その逆も起

きるので、法律で決めた方がいい」と指

摘。法制化するメリットを述べる声も相

次いだ。 
 特定看護師(仮称)を法制化することのメ

リットは看護業務の線引きができるなど

の意見が挙がる一方で、永井座長は「も

う一つの論点は責任問題」とし、認証制

度で認められた看護師が特定行為をする

場合の責任の所在は、医師、看護師、国

のどこに該当するのかを質した。   
 藤川氏は、「救命救急士は万が一事故が

起きた場合は、国が責任を持つ。医師が

指示を出しているが、現場には医師はい

ない。特定看護師(仮称)は、救命救急士と

は違う。国家資格で一律に認証するので

はなく、チーム医療を実践している病院

ごとに認証して、医師が責任を持たなけ

ればいけない」と主張し、病院ごとに必

要とされる能力を判断して、認証するこ

とで、医師が責任を持つことが明確化さ

れるという考えを述べた。 
 この点について太田氏は、「医師が責任

を持つことは良いが、国が能力認証をす

ることにも疑問はない。医師と看護師が

同じ屋根の下で働いていないグループホ

ームなどの看護師には能力を認定してあ

げるべきだ」と反論した。 
 東京大学大学院の山本隆司教授は、「特

定行為を行うのは一定の看護教育を受け

たことが前提なのだろうが、指示を出す

医師の責任が大きくなる。医師の判断が

間違えば責任を問われることになる。看

護師特定能力認証制度(案)であれば、国が

ある程度責任を持つ形で、医師が包括的

な指示を出せばよいので、医師の責任は

軽減されるのではないか」と、国が責任

を持つべきと主張した。   【m3c】

 

 
 
 
 
 

11 月 22 日、民主党厚生労働部門会議

「医療・介護ワーキングチーム」のチー

ム医療小委員会(山崎摩耶委員長)は、チー

ム医療推進に関して関係団体からヒアリ

ングを行った。厚生労働省が示した看護

師特定能力認証制度骨子案をめぐり、慎

重な議論を訴える日本医師会と、制度創

設を求める日本看護協会がそれぞれの立

場に理解を求めた。 

 日本医師会は厚労省が十分な議論を経

ず、保健師助産師看護師法の改正に向け

た動きを強めている点を指摘し、「社会保

障・税一体改革とは一線を画し、時間を

かけて慎重に議論すべき」とした。日本

看護協会は制度創設によって患者に必要

な医療を適切なタイミングで提供できる

点を説明し、「国民のニーズに応えるため

に、早期の導入を強く要望する」とし、

創設に全面的な協力を約束した。 
 複数の出席議員によると、認証制度の

扱いについて賛否が分かれている。 
 小委員会は 29 日にも中間取りまとめを

行う予定で、認証制度に関する見解はそ

れぞれの立場に配慮した文言になると予

想される。            【MDF】

 
 
 
 
 
 
 
 
社会保障審議会・医療保険部会(会長：

学習院大経済学部遠藤久夫部教授)は 11
月 24 日、平成 24 年度診療報酬改定基本

方針を取りまとめた。厚生労働省保険局

は 10 月 26 日の医療保険部会に提示した

箇条書きの資料「改定の基本的認識、視

点、方向等(案)」に手を加え、文章化した

ものを「基本方針(案)」として新たに提出

し、委員の了承を得た。 
今後は医療部会の意見も踏まえながら、

医療部会・医療保険部会の連名報告書に

仕上げることとなる。厚労省は次回の両

部会で基本方針の最終版を報告し、その

後、社保審から中医協に基本方針が提出

される予定。 
 基本方針では、2 つの重点課題として、

医療従事者の負担軽減と医療介護の役割

分担の明確化と地域連携強化、在宅医療

の充実－を挙げている。更に、4 つの視点

としては、 
◇ がんや認知症など充実が求められる

分野の評価、 
◇ 患者に分かりやすく納得でき、安心・

安全で生活の質にも配慮した医療、 

民主党チーム医療小委員会                              平成 23 年 11 月 22 日

特定看護師で賛否両論 

社会保障審議会・医療保険部会                            平成 23 年 11 月 24 日

平成 24 年度診療報酬改定(案)了承 
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◇ 医療機能の分化と連携を通じて質が

高く効率的な医療、 
◇ 医療の効率化・適正化、 
の実現を盛り込んだ。 
健保連白川修二専務理事は、医療従事

者の負担軽減に関連し、医師不足の診療

科で計画的に人を増やす取り組みをさら

に進めるよう要望した。「勤務医のアンケ

ート調査を見ると、前回改定時に導入し

た負担軽減策があまり効果を発揮してい

ないような印象がある。最大の問題は診

療科で医師が不足していること。診療報

酬で負担軽減しようとしても限界があ

る」と指摘した。 
 改定率をめぐっては、全国健康保険協

会小林剛理事長は、診療報酬改定率は引

き下げるべきものと考えていると発言し

た。これに対し、日本医師会鈴木邦彦常

任理事は、前回改定で 10 年ぶりに 0.19％
上がったからといって、もうよいでしょ

うというのでは日本の医療が崩壊すると

した。日本商工会議所社会保障山下一平

専門委員は、診療報酬は現状維持をお願

いしたい。効率化した財源の範囲内の強

化をと主張した。 
また、早稲田大法学学術院和田仁孝教

授は、早期退院の流れについて、患者側

から見ると医療機関に見捨てられたよう

な感覚になり、トラブルが起きる可能性

はないか。患者にきちんと理解してもら

うため、退院支援の相談などについても

中医協で議論してほしいと発言し、遠藤

部会長も、重要な指摘として支持する姿

勢を示した。       【MDF】

 
Ⅰ  平成24年度診療報酬改定に係る基本的考え方 

 
1．基本認識  
◇ 医療は国民の安心の基盤であり、超

高齢社会においても、国民皆が質の高い

医療を受け続けるためには、持続可能な

医療保険制度を堅持し、効率的かつ効果

的な医療資源の配分を目指すことが重要

である。  
◇  こうした背景を踏まえとりまとめら

れた「社会保障・税一体改革成案」(平成

23年６月30日政府・与党社会保障改革検

討本部決定)に沿って、病院・病床機能の

分化・強化と連携(急性期医療への医療資

源の集中投入等)、在宅医療の充実、重点

化・効率化等を着実に実現していく必要

があり、2025年のイメージを見据えつつ、

計画的な対応を段階的に実施していくこ

ととし、今回の改定をあるべき医療の実

現に向けた第一歩とするべきである。  
◇ また、次期改定は介護報酬との同時

改定であり、今後増大する医療・介護ニ

ーズを見据えながら、地域の既存の資源

を活かした地域包括ケアシステムの構築

を推進し、医療サービスと介護サービス

を切れ目なく提供するとともに、双方の

役割分担と連携をこれまで以上に進める

ことが必要である。  
◇ さらに、貴重な医療資源の効率的か

つ効果的な利用のためには、医療関係者

や行政、保険者の努力はもちろんのこと、

患者や国民も適切な受診をはじめとした

意識を持ち、それぞれの立場での取組を

進めるべきである。  
◇ 中長期的な視点も含め、診療報酬に

ついては、医療計画をはじめとした地域

医療の実情にも対応することが求められ

ており、また、医療提供体制の強化につ

いては、診療報酬のみならず医療法等の

法令や、補助金等の予算措置など、あら

ゆる手段を総合的に用いることにより実

現していくべきである。  
2．重点課題  
◇ 次期診療報酬改定においては、「社

会保障・税一体改革成案」等を踏まえ、

上記のような基本的な認識の下、以下の

課題について重点的に取り組むべきであ

る。  
◇ 現在の医療・医療保険をとりまく状

況に鑑み、平成24年度改定においては、

引き続き、救急、産科、小児、外科等の

急性期医療を適切に提供していくという

観点から、病院勤務医等の負担の大きな

医療従事者の負担軽減について、重点課

題とするべきである。  
◇ また、今回の改定が診療報酬と介護

報酬の同時改定であることも踏まえ、医

療と介護の役割分担の明確化と地域にお

ける連携体制の強化の推進及び地域生活

を支える在宅医療等の充実に向けた取組

について重点課題とするべきである。  
3．改定の視点  
◇ がん医療、認知症医療など、国民が

安心して生活することができるために必

要な分野については充実していくことが

必要であり、「充実が求められる分野を

適切に評価していく視点」を改定の視点

として位置付けることとする。  
◇ 患者が医療サービスの利用者として

必要な情報に基づき納得し、自覚を持っ

た上で医療に参加していけること、生活

の質という観点も含め患者一人ひとりが

心身の状態にあった医療を受けることが

求められており、「患者等から見て分か

りやすく納得でき、安心・安全で生活の

質にも配慮した医療を実現する視点」を、

改定の視点として位置付けることとする。  
◇ 持続可能な医療保険制度を堅持して

いくためには、質が高く効率的な医療を

提供していく必要があり、急性期、亜急

性期、慢性期等の機能分化や、在宅医療

等、地域における切れ目のない医療の提

供、安心して看取り・看取られる場の確

保等を目指していくことが必要であり、

「医療機能の分化と連携等を通じて、質

が高く効率的な医療を実現する視点」を、

改定の視点として位置付けることとする。  
◇ 医療費は国民の保険料、公費、患者

の負担を財源としており、適正化余地の

ある分野については適正化していくとと

もに、患者自身の医療費の適正化に関す

る自覚も重要であり、「効率化余地があ

ると思われる領域を適正化する視点」を

改定の視点として位置付けることとする。

 
Ⅱ  平成24年度診療報酬改定の基本方針(二つの重点課題と四つの視点から) 

 
1．重点課題  
(1) 病院勤務医等の負担の大きな医療従

事者の負担軽減  
◇ 今後とも引き続き、救急、産科、小

児、外科等の急性期医療を適切に提供し

ていくことが重要であり、こうした観点

からも、病院勤務医等の負担の大きな医

療従事者の負担軽減に取り組んでいくべ

きである。  
◇ このため、勤務体制の改善等の取組、

救急外来や外来診療の機能分化の推進、

病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の

促進などに対する適切な評価について検

討するべきである。  
(2) 医療と介護の役割分担の明確化と地

域における連携体制の強化の推進及び地

域生活を支える在宅医療等の充実  
◇ 今後増大する医療ニーズを見据えな

がら、医療と介護の役割分担の明確化と

連携を通じて、効率的で質の高い医療を

提供するとともに、地域で安心して暮ら

せるための医療の充実を図る必要がある。  
◇ このため、在宅医療を担う医療機関

の役割分担や連携の推進、看取りに至る

までの医療の充実、早期の在宅療養への

移行や地域生活への復帰に向けた取組の

促進、地域における療養の質の向上に向

けた在宅歯科、在宅薬剤管理の充実、退

院直後等の医療ニーズの高い者への重点

化等の訪問看護の充実、維持期(生活期)
のリハビリテーション等における医療・

介護の円滑な連携などに対する適切な評

価について検討するべきである。  
 
2．四つの視点  
(1) 充実が求められる分野を適切に評価

していく視点  
◇ 我が国の医療において、充実が求め

られる領域については、それを適切に評
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価していくことにより、国民の安心・安

全を確保する必要がある。  
◇ このため、緩和ケアを含むがん医療

の充実、生活習慣病対策の推進、身体疾

患を合併する精神疾患救急患者への対応

等の精神疾患に対する医療の充実、早期

診断及び重度の周辺症状への適切な対応

等の認知症対策の促進、感染症対策の推

進、リハビリテーションの充実、生活の

質に配慮した歯科医療の推進などに関す

る適切な評価について検討するべきであ

る。 
◇ さらに、手術等の医療技術の適切な

評価について検討するとともに、医薬品、

医療材料等におけるイノベーションの適

切な評価についても検討するべきである。  
(2) 患者等から見て分かりやすく納得で

き、安心・安全で生活の質にも配慮した

医療を実現する視点  
◇ 患者の視点に立った医療の実現のた

め、患者等から見て分かりやすく納得で

き、安心・安全で生活の質にも配慮した

医療に向けた取組を継続させていくこと

が必要である。  
◇ このため、医療安全対策等の推進、

退院支援の充実等の患者に対する相談支

援体制の充実に対する適切な評価、明細

書無料発行の促進、診療報酬点数表にお

ける用語・技術の平易化・簡素化などに

ついて検討するべきである。  
(3) 医療機能の分化と連携等を通じて、

質が高く効率的な医療を実現する視点  
◇ 限られた医療資源の中で、国民に質

の高い医療を提供し、かつ、効率的な医

療を実現していくためには、医療機能の

分化と連携等について診療報酬上のさら

なる効果的な評価を検討することが重要

である。  
◇ このため、急性期、亜急性期等の病

院機能にあわせた効率的な入院医療の評

価、慢性期入院医療の適正な評価、医療

の提供が困難な地域に配慮した医療提供

体制の評価、診療所の機能に着目した評

価、医療機関間の連携に対する評価など

について検討するべきである。  
(4) 効率化余地があると思われる領域を

適正化する視点  
◇ 今後医療費が増大していくことが見

込まれるなかで、効率化余地がある領域

については適正化を推進していくことが、

患者負担や保険料への影響等の観点から

も重要である。  
◇ このため、後発医薬品の使用促進策、

平均在院日数の減少や社会的入院の是正

に向けた取組の推進などについて検討す

るべきである。 
◇ また、医薬品、医療機器、検査につ

いては、市場実勢価格を踏まえた適正な

評価を行うとともに、技術についても、

相対的に治療効果が低くなった技術の置

き換えが進むよう、適正な評価について

検討を行うべきである。

  
Ⅲ  将来を見据えた課題 

 
◇ 診療報酬が果たす役割も踏まえ、来

年度の改定のみならず、超高齢社会のあ

るべき医療の姿を見据えつつ、引き続き、

「社会保障・税一体改革成案」において、

2025年の姿として描かれた病院・病床機

能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、

重点化・効率化等の推進等に取り組んで

いく必要がある。  
◇ すなわち、急性期、亜急性期、慢性

期等の病院・病床機能の分化、強化、こ

れと併せた地域に密着した病床における

急性期医療、亜急性期医療や慢性期医療

等の一体的な対応、外来診療の役割分担、

在宅医療の充実などについては、今後と

も、その推進に向けた評価の検討に取り

組んでいくべきである。  
◇ その際には、地域医療の実情も踏ま

えた上で、医療計画の策定をはじめ、補

助金等の予算措置、保険者の取組といっ

た様々な手段との役割分担を明確にする

とともに、これらの施策や医療法等の法

令と効果的に相互作用し、補い合う診療

報酬の在り方について、引き続き検討を

行うべきである。  

◇ また、持続可能で質の高い医療保険

制度の堅持に向けて、効率的かつ効果的

な医療資源の配分を行うため、これまで

の評価方法や基準の軸にとらわれず、よ

り良い手法の確立に向けて検討を行うべ

きである。  
◇ さらに、将来的には、医療技術等に

ついて、さらなるイノベーションの評価

や、開発インセンティブを確保しつつ、

費用と効果を勘案した評価方法を導入す

ることについて、検討を行っていく必要

がある。

 
※ 関連資料は、以下をご覧ください。 

 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w1gw.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 月 25 日の中央社会保険医療協議

会・総会で、支払い側と診療側の双方が

2012年度診療報酬改定に対する意見書を

提出した。支払い側としては改定率につ

いて、「患者負担や保険料負担の増加につ

ながる診療報酬全体の引き上げを行うこ

とは、到底国民の理解と納得が得られな

い」と文書で提示した。 
保険者 6団体が 11日に会見したときと

は変わっておらず、マイナス改定までは

求めなかった。ただ、健保連専務理事の

白川修二委員は、総会の補足発言で、「委

員の間では、もっと踏み込んで引き下げ

要請すべきという意見が複数あったこと

を申し上げる」とした。 
診療側は、「診療報酬の引き上げによる

医療費全体の底上げを強く求める」とし、

医療再生のためにはプラス改定が不可欠

だと訴えた。この日の総会は他の議題で

審議時間が長引き、各側委員から次期改

定に対して意見陳述する機会が与えられ

ず、文書の提示と要点を一言だけ発言す

るだけにとどまった。来年度の改定をめ

ぐる基本スタンスや改定率をめぐる論戦

は、次回以降の総会に持ち越された。 
 また森田朗会長は、財政制度等審議会

から参考人としてヒアリング出席要請を

受け、承諾したことを明らかにした。そ

こでは、「中医協の審議内容を話す予定」

としている。このほか、20 日から 4 日間

行われた政府・行政刷新会議による提言

型政策仕分けの内容を報告するよう厚生

労働省に求めた。

 
※ 関連資料は、以下をご覧ください。 

⇒ http://mf.jiho.jp/servlet/mf/related/pdf/1226523202275.pdf 
 

中央社会保険医療協議会・総会                            平成 23 年 11 月 25 日

中医協総会で各側から意見書 


