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平成 23 年 12 月 5 日

日本輸血・細胞治療学会

『提言』問題で 文部科学省 謝罪
平成 23 年 11 月 30 日(水)、日本輸血・
細胞治療学会理事長である東京大学医学
部高橋孝喜教授より、当会へ、平成 14 年
の「文部科学省による国立大学病院長会
議を使った、
『提言』問題」の終結につい
ての丁重なる文書を受理した。
当会では、前東京大学医学部柴田洋一
教授の要請を受け、平成 14 年 5 月 9 日(木)
に会長と事務部長が文部科学省高等教育

課へ赴き、
「臨床検査技師教育課程の養成
校を指定校とすることについて(要望)」及
び「国立大学医学部附属病院の医療提供
機能強化を目指したマネジメント改革に
ついて(提言)に対する意見書」を提出した。
次いで、同年 5 月 15 日(水)に開催された
企画調整会議(会長・副会長・事務部長)
において、同年 5 月 24 日(金)に対策会議
を開催することとした。その会議におい

て、全面的に協力することを決定し、翌
25 日(土)に開催された平成 14 年度第 2 回
理事会・5 月定例常務理事会合同会議にお
いて渉外部報告事項として了承された。
以下に、日本輸血・細胞治療学会理事
長である東京大学医学部高橋孝喜教授か
らの丁重なる礼状を示す。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------社団法人日本臨床衛生検査技師会会長 高田鉄也先生
拝啓 今年も残り少なくなり、先生におかれましてはご多忙にお過ごしの事と拝察申し上げます。
先生にご助力いただきました、文部科学省による国立大学病院長会議を使った、『提言』問題については、文部科学省の謝罪をもっ
て一応の終結を見ましたので、ご報告させていただきます。
文部科学省、謝罪の発言記録 平成 23 年 10 月 20 日 全国大学病院輸血部会議で文部科学省高等教育局医学教育課大学病院支援
室長玉上晃氏の発言「(中略)ただ残念なことに平成 14 年のころに国立大学の病院長会議の提言をめぐりまして、先生方に大変大いな
るご迷惑をおかけしたことに対しまして、ここで深くおわびを申し上げるものでございます。以下略」(全国大学病院輸血部会議ホー
ムページ参照 近日中に公開)
『提言』問題の経緯：
平成 16 年度から国立大学の法人化は決定していたが、平成 14 年、文部科学省は法人化後も国立大学を支配下におく(既得権益維持)
方針の元に、準備をすすめていた。
国立大学医学部附属病院の経営について、文部科学省の誤った病院中央部門の外注化、合理化方針を官僚が作文し、病院長会議の名
前で発表させ、各国立大学病院に強圧的にその実施を迫った。国際的な医療の標準を著しく逸脱する方針に対して、日本輸血学会評議
員会は『提言』の白紙撤回を議決し、関連 4 学会で衆議院文部科学委員会への要望書、請願活動が行われた。柴田は東大輸血部教授を
辞職して抗議した。
国会で文部科学省は『提言』作成の議事録はないと答弁していたが、平成 15 年 4 月櫻井よしこ氏が週刊新潮(秘密議事録が暴く、文
科省大学支配の実態)で「議事録」の存在を暴露すると、文部科学省は一転、議事録の存在を認めた。この議事録には官僚が作文し、強
引に『提言』をまとめて行ったことが明瞭に記載されているのに、なぜか、官僚 7 人が虚偽答弁で軽微な処分を受けだけで国会では一
件落着とされてしまった。
柴田は『提言』の議事録を情報公開請求していたが、国会答弁と同じく「存在しない」との回答を得た。その後、議事録の存在が明
らかとなったので、平成 15 年 9 月、文部科学省と『提言』作成の当番校である九州大学を情報公開法違反で提訴した。
平成 19 年 4 月東京高裁の判決をもって、柴田の勝訴が確定し、判決文で「官僚による提言作成への関与が認定された」しかし、判
決確定後も一貫して、文部科学省は司法の見解について意見を述べることは差し控えたい。提言作成への文科省の関与については、従
来の答弁書に述べたとおり、関与していないと述べて来た(平成 21 年 7 月の政府答弁書など)。
我々は、このままでは、同省との信頼関係は修復できないので、何回か交渉し、上記の謝罪を引き出しました。
文部科学省は国会答弁、政府答弁書などで記録に残っているだけでも 10 回以上の虚偽答弁で、国民を愚弄して来たので、この程度
の謝罪では済まないのですが、医学、医療のために未来志向的に同省との関係修復に努めたいと思っております。
これまでの、ご厚情に深謝致します。
敬具
平成 23 年 11 月 30 日
柴田洋一前東京大学医学部教授
高橋孝喜東京大学医学部教授・日本輸血・細胞治療学会理事長
追記：輸血部門の必要性については、以下の点からも明瞭となっている。
・平成 15 年 7 月血液法(安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律)の施行
・平成 15 年 12 月坂口力厚生労働大臣医療事故対策緊急アピールを発表
「輸血医療を行う医療機関での責任医師及び輸血療法委員会の設置、特定機能病院での輸血部門の設置により、輸血の管理強化を
図る」
・平成 18 年 4 月医療保険改定で、輸血管理料が新設
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------れており、医療現場ではその変化に対し
(1) 診療支援部(仮称)の設置について
◇当会の対応◇
て適切な対応が求められております。
医療技術者は、法律によって業務が明
こうした時期に国立大学附属病院長会
確に定められており、その専門性を有し
日本臨床衛生検査技師会意見書
議の常置委員会が今後に予定されている
て医療に参画しております。この場合の
国立大学法人化を意識して大学附属病院
一括管理とはどのような考えに基づいて
平成14年5月9目
の効率的運営、経営面の改善、安全管理
いるのか理解に苦しみます.
文部科学省高等教育局医学教育課 大学
など多角的に検討し、医療提供機能充実
医療技術職は、職種ごとに異なるカリ
病院指導室 室長
を目指したマネジメント改革について
キュラムで学習し、他の職種の内容は全
谷本 雅男 殿
「提言」としてまとめられましたことは
く学んでおらず、また各専門職種を縛っ
国立大学医学部附属病院長会議 幹事校
評価を致しております。
ている法律は職種ごとに独立しておりま
千葉大学医学部附属病院院長
しかし、この「提言」の中には経済的
す。従って医療技術職種は、医師以上に
伊藤 晴夫 殿
採算を意識するあまり、経営面における
他の職種に踏み込むことが、業務上も法
効率が強調され過ぎて本来の大学病院の
律的にも難しい側面があります。こうし
国立大学医学部附属病院長会議 常置委
機能である診療、研究、教育のあり方と
た技術的にも法律的にも異なる集団の一
員会 組織の在り方問題小委員会作業部
方向性に大きな懸念と不安を抱く個所も
括管理をする管理者はどのような人が適
会 (A) ワーキンググループ 委員長
見受けられます。
任と考えるのでしょうか。
田中 雅夫 殿
特に臨床検査技師がかかわる検査部、
医療技術集団の管理者にはその専門知
輸血部、病理部運営のあり方について、
識・技術を有した上に管理能力がある人
国立大学医学部附属病院の医療提供機能
いくつか今後の検討をお願いしたい点が
が当たるべきで、大学病院が人材育成機
強化を目指したマネジメント改革につい
ありますので意見を申し述べさせていた
関でもあることを考えると、各職種の管
て(提言)に対する意見書
だきます。
理者はその職種に対して責任を持って管
理し人材を育成することが重要であり、
社団法人日本臨床衛生検査技師会 会長
１．効率的運営を図るための病院組織の
臨床検査技師について言えば臨床検査技
岩田 進
改革
師が臨床検査技師および臨床検査部門を
Ⅱ 従来の診療支援業務の整理、統合
管理し、技師を育成するというシステム
はじめに
化を進める。臨床検査技師、診療放
を構築しておくことが必要と考えます。
国立大学附属病院長会議が、国立大学
射線技師、臨床工学士等の医療技術
このことが経営効率や患者サービスの向
の独立行政法人化への対応、医療安全対
員の人事面での管理と流動性を高め
上にもつながると確信いたします。
策への対策および医療効率化を念頭に経
るため、医療技術職員は診療支援部
(3)検査関係業務の改善について
営改善に向けた検討を精力的に行ってい
において一括管理する。
「検査機器の大型化、自動化を図ったも
ることに敬意を表します。
のの、業務の合理化について必ずしも目
医療は制度的な側面と医学の高度化、
Ⅱ 中央診療施設、輸血部、病理部の改
に見える形で効果が出ていない現状があ
複雑化の両面から大きな変革がもたらさ
善
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る。」との認識でいくつかの改善点が提
案されております。
業務は常に見直しが必要であり、医療
ニーズに応えながら改善をはかり、経営
理念に協力し、合理化を図ることは当然
のこととして心がけなければならないと
考えます。
④生理検査、時間外検査および緊急検
査は原則検査部で対応するが、人員の有
効利用から外部委託も考慮する。
この項目の生理検査は、法律的に外部
委託が出来ない領域であります。また検
査センターなどからの人材派遣により行
うことは臨床検査技師を含めて医療専門
職種すべてが人材派遣法で禁じられてい
ることから、派遣業務でも行うことが出
来ません。したがってこの部分は法律を
越えた内容の記述で適切ではないと考え
ます。
⑦受託研究制度等の活用により、他の
医療機関からの検査を受託することも考
慮する。
大型の自動検査機器を導入し、その機
器を効率的に活用するためには当然のこ
ととして、このような提案があってもし
かるべきかと考えます。
しかし、他の医療機関からの検査を受
け入れるためには衛生検査所の登録が必
要であり、現在では医療施設内の検査室
は原則的に衛生検査所の登録が出来ない
という法律上の規制があります。したが
ってこの項目は法律を越えた内容であり
適切ではないと考えます。
(当会は、地域医療支援病院または地域の
中核病院に周辺の医療機関の検体検査を
受け入れても良いとする法整備をしてほ

しいと主張しております。)
⑧また、国立大学法人化になった場合
には、検体検査(血液、尿等)は外部の検査
センターに場所と設備の貸与契約を結ぶ
ことも検討する。
医療の効率化を論じるときには常にア
ウトソーシングが先行して取り上げられ
る傾向にありますが、検査センクーが医
療機関の中に入り込んで検査業務をする
場合には「院内委託制度」という法律に
則って行う必要があります。
検体検査以外でも薬剤、給食など医療
専門業務の外部委託もされていますが、
それには一定の措置がされております。
・薬剤：院外薬局基準は、病院敷地内お
よび施設内に院外薬局の設置は許可して
いない。
・給食：院内施設に外注業者が入って調
理をすることを許可していない。
このことはチーム医療を重視するため
に専門職種の在り方を考えての措置と承
知しております。
しかし、検体検査領域は「院内委託規
則」を守る限りにおいては外部業者が院
内施設で業務を行うことを許可している
不合理があります。
また、場所と設備の貸与契約を結ぶだ
けで外部業者が院内で業務を行うことは、
院内委託規則の上からも多くの問題があ
り、慎重でなければならないと考えてお
ります。
診断・治療の支援拡充、チーム医療の
充実、専門性の確保、更には検査技師の
育成のために病院独自の検査部を充実さ
せておくことが是非とも必要であります。
(7)輸血関係業務の改善
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④感染症検査は外部委託とする。
効率化のために外部委託をするという
ことにすべて反対するものではありませ
んが、緊急輸血、緊急手術など迅速性が
要求される場合、また業務性質上その責
任体制からも院内検査を充実しておく必
要性と利点を考慮すべきであると考えま
す。
(8)病理関係業務の改善
④病理学的検査・細胞診の標本作成業
務は外部委託とする。
病理学的検査の標本は、切り出しから
鏡検まで、細胞診も検体採取から確定診
断まで共に医師と技師が密接な協力の下
に作業を進めて初めて信頼できる結果が
得られるもので、標本作成部分だけ切り
離しての外部委託はかえって不効率とな
るばかりではなく、責任の所在および質
の低下につながる懸念があります。
国立の機関が提言を公表するに当たっ
ては、その内容が現在の法律に沿ったも
のであることが必要と考えております。
また、病院経営の効率化を重視するあ
まり、はじめに「外部委託」ありきでは
現在勤務している臨床検査技師に不安を
与え、今後の志気にも影響しかねないと
懸念しております。
当会としては国立大学医学部附属病院
が日本の医療のトップ機関として、国民
に向けて良い医療を提供するためのビジ
ョンと医療に協力している多くの医療職
員に希望を与える「提言」にしていただ
きたいと強く希望いたします。
以上

社会保障審議会・医療部会
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『看護師特定能力認証制度』創設で意見分かれる
厚生労働省は 1 日、社会保障審議会・
医療部会(部会長：齋藤英彦 国立病院機構
名古屋医療センター名誉院長)で、
「看護師
特定能力認証制度」の創設についてチー
ム医療推進会議の議論状況と合わせて報
告した。認証制度の創設について委員ら
の意見は分かれ、継続議論となった。
同日は永井良三委員(チーム医療推進会
議座長：東京大大学院教授)がチーム医療
推進会議での議論状況について説明。
「看
護師の業務にグレーゾーンがある。また
グレーゾーンの安全な実施のためには教
育研修が必要という点では推進会議で一
致している」とした上で、
「国家試験を行
うかどうかについて議論があるところ」
と述べ、部会の委員らに意見を求めた。
この日の議論でも、委員らは看護師の
教育研修の必要性については一致。その
上で「認証制度という資格を設置するこ
とで看護師のモチベーションの向上につ
ながる」(水田祥代委員：福岡歯科大常任

理事)、
「認証制度をつくるのならやってい
きたいという思いが現場のナースにはあ
る。
『診療の補助』の範囲をはっきりさせ
ることが必要」(齋藤訓子委員：日本看護
協会常任理事)、
「常に患者に寄り添う看護
師が何らかの方法で能力を担保されるの
はよいこと」
（加藤達夫委員＝国立成育医
療研究センター総長）とした推進の意見
が上がる一方、
「看護師全体のレベルアッ
プが第一。認証制度でその人しかできな
いとなれば、かえって駄目になる。全て
の看護師ができる業務をはっきりさせる
ことが重要」(西澤寛俊委員：全日本病院
協会長)、
「包括的指示という点に懸念があ
る。実体がない。ミニ医師をつくろうと
しているように見える」(中川俊男委員：
日本医師会副会長)、
「認証を受けた看護師
と他の職種との連携が見えにくい。多職
種の業務拡大についてワーキングをつく
って、看護師だけではなく、同時に議論
を進めるべき」(山本信夫委員＝日本薬剤

師会副会長)と慎重な意見もあり、見解が
分かれた。厚労省医政局医事課の田原克
志課長は、今後の議論について、取材陣
らに対し「7 日のチーム医療推進会議では
8 日の医療部会への報告に向けて、推進会
議としての考え方を整理していただく」
としている。

診療放射線技師らの業務範囲拡
大を了承
また同日の医療部会は、診療放射線技
師の業務範囲に◆造影剤の血管内投与に
関する業務◆下部消化管検査に関する業
務◆放射性同位元素を用いた検査(RI 検
査)を含めることを了承。部会で、肛門か
らのカテーテル挿入を診療放射線技師の
業務範囲とすることの危険性が指摘され
たことについて、田原医事課長は「運用
を行う上での注意すべきことは通知など
で注意喚起していきたい」とした。
【MDF】
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