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ご承知のとおり、当会の会費は規定により前納制となっております。 
平成 24 年度会費は、ご登録いただいた口座から平成 24 年 2 月 27 日(月)に引き落としいたします。 
口座をまだ登録されていない方には、コンビニ払いの振込用紙を送付いたしますが、至急引き落とし口座登録のお手続

きをお願いいたします。 
詳細は、当会ホームページをご参照ください。 
お近くに未入会の方がいらっしゃいましたら、一人でも多くの技師が入会されるようお勧めくださることを併せてお願

いいたします。 

入会申込書は当会ホームページよりダウンロードして、所定事項ご記入のうえ当会事務所に郵送してください。折り返

し会費振込用紙をお届けいたします。 
 
 
 
 
 
 
平成23年 12月13日(火)午後1時より、

民主党 川内博史 衆議院議員国会事務所

において、平成 17 年法改正以来、継続し

て要望してきた、「臨床検査技師等に関す

る法律」における“附帯決議事項の早期

実施に関する事項”並びに当会が実施し

てきた“標準化事業の診療報酬への反映

に関する事項”について改めて説明する

とともに早期実現に向けて陳情した。 
 当会からは、髙田会長をはじめ 金子専

務理事並びに日臨技技師連盟 小沼委員長

が出席した。政府側は、川内議員及び厚

生労働省医政局指導課医療関連サービス

室 古川康之室長、同室 萱原美和技術管理

係、同経済課医療機器政策室 高山研室長

補佐が対応した。 
 1 時間超にわたる説明と話し合いの結果、

血圧測定に関わる医行為にもふれ、日本

医師会への働きかけと厚生労働省での勉

強会を行うことで一致した。期日は、予

算編成等のため、年内は難しく、明年 1
月にずれ込む模様である。 
 今回提出した要望書及び内容は、以下

のとおりである。同様の要望書について

は、自由民主党技師連盟並びに公明党技

師懇話会へも提出している。また、民主

党に対しては以前にも提出している。 
------------------------------------------------------- 

◆臨床検査技師等に関する法律

改定に伴う積み残し事項に関する

早期解決の要望書 
平成 17 年４月、第 162 国会において、

「臨床検査技師並びに衛生検査技師等に

関する法律」の一部改正案が別紙の通り

可決成立いたしました。この際附帯決議

として設けられた事項に関し、何ら進展

をみないまま今日に至っております。こ

れら附帯決議に関わる事項の早急な対応

改善を望み、以て国民に良質な臨床検査

を提供したく特段のご配慮を賜りますよ

うお願い申し上げます。 
 
臨床検査技師等に関する法律の一部改

正について 
【改正法案】 
 臨床検査技師、衛生検査技師等に関す

る法律の一部を改正する法律案（衆第一

三号） 
（衆議院提出）要旨 
 本法律案は、医療の高度化及び検査の

機械化、情報化等の進展に伴い、業とし

て臨床検査を行う者の質を担保し、検査

の正確性を確保するための措置を講じよ

うとするものであり、その主な内容は次

のとおりである。 
一 法律の題名を「臨床検査技師等に関

する法律」に改める。 
二 臨床検査技師の定義については、「医

師又は歯科医師の指示」の下に各種検査

を行うことを業とする者に改める。 
三 臨床検査技師の名称を用いて行う生

理学的検査の項目を、省令において定め

る。 
四  衛生検査技師の資格は廃止するもの

とし、この法律の施行の際現に衛生検査

技師の免許を受けている者については、

業務を継続して行うことができることと

する等の経過措置を設ける。 
五 この法律は、公布の日から起算して

一年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 
附帯決議事項 

【附帯決議】 
政府は、本法の施行に当たり、次の事

項について適切な措置を講ずるべきであ

る。 
一．検査技術・検査機器の高度化、複雑

化に十分対応できるよう臨床検査技師の

資質の向上に努めること。 
二．臨床検査技師が行うことのできる生

理学的検査の範囲については、医療提供

体制の変化や医療技術の進歩に応じた見

直しを図っていくこと。 
三．人体から排泄され、又は採取された

検体に係る第二条に規定する検査のうち、

高度な医学的知識及び技術を必要とする

ものについては、検査の適正を確保する

ため、臨床検査技師等の専門的知識や技

能を有する者が行うことが望ましいこと

から、周知に努めること。 
四．超音波検査等のうち高度かつ緻密な

生理学的検査については、検査の正確性

及び検査を受ける者の安全を確保するた

め、できる限り医師又は歯科医師の具体

的な指示を直接受けて行われるよう、関

係機関の指導に努めること。 
五．前項に掲げた検査について、医師又

は歯科医師の具体的な指示を直接受けら

れない場合は、相当程度の知識・経験を
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有した臨床検査技師が検査を行うよう周

知に努めること。  右 決議する。 
 

附帯決議に対する当会の解釈 
【附帯決議の解釈】 
一．検査技術・検査機器の高度化、複雑

化に十分対応できるよう臨床検査技師の

資質の向上に努めること。 
 資質の向上に努めるとは、学校教育の

中でのカリキュラムの問題、卒後教育と

しての生涯教育を鋭意つとめることを喚

起するものである。当会が中心となり実

施している認定制度（輸血・微生物・細

胞検査士など）、他団体とチーム医療とし

ての認定制度（日本糖尿病療養指導士・

日本栄養療法士など）を十分に活用しス

キルアップに努めるべきである。 
二．臨床検査技師が行うことのできる生

理学的検査の範囲については、医療提供

体制の変化や医療技術の進歩に応じた見

直しを図っていくこと。 
 今回の法改正で政令に規定されている

16 項目を省令に委任することとした。こ

れは医療提供体制の変化や医療技術の進

歩に応じた見直しを厚生労働省令内の検

討事項として医師会等関連団体と協議を

定期的に行い速やかに実務に入れるよう

にしなければならないという解釈である。 
 三．人体から排出され、又は採取された

検体に係る第二条に規定する検査のうち、

高度な医学的知識及び技術を必要とする

ものについては、検査の適性を確保する

ため、臨床検査技師等の専門的知識や技

能を有する者が行なうことが望ましいこ

とから、周知に努めること。 
 今回の法改正では「業務制限」あるい

は「独占業務」としての文言を盛り込む

ことができなかった。しかし、臨床検査

技師が行える業務として「法」の二条に

規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、生化学的検査及び政令

で定める生理学的検査は何れも高度な医

学的知識及び技術を必要とするとの解釈

である。従って、二条に規定されている

検査を行う者を臨床検査技師として読み

替えることができ、換言すれば臨床検査

技師など専門的知識や技能を有しない者

は行うことが出来ないとの解釈である。 
 四．超音波検査等のうち高度かつ緻密な

生理学的検査については、検査の正確性

及び検査を受ける者の安全を確保するた

め、できる限り医師又は歯科医師の具体

的な指示を直接受けて行なわれるよう、

関係機関の指導に努めること。 
 ここでいう高度かつ緻密な生理学的検

査をどのように捉えるかが問題である。

現場の検査業務に於いて、器具を体内に

挿入するなど明らかに侵襲性のある検査

項目等（トレッドミル負荷心電図、経食

道心臓超音波検査、経膣超音波検査、経

直腸超音波検査、点滴継続中の負荷試験）

では無いことを確認しておきたい。これ

らは常に医師の立ち会いの下、具体的な

指示を直接受けて共同作業として施行す

ることが原則である。医療の安全性、検

査の正確性から改めて喚起を促すもので

ある。 
五．前項に掲げた検査について、医師又

は歯科医師の具体的な指示を直接受けら

れない場合は、相当程度の知識・経験を

有した臨床検査技師が検査を行うよう周

知に努めること。 
 なお、医師又は歯科医師の具体的な指

示が受けられない場合、やむを得ない場

合は、相当の臨床検査技師が行っても良

いとの解釈である。これらは、今まで行

われてきた生理検査業務と何等変わりが

ないことを確認しておきたい。むやみに

規制が引き締められたとの解釈は適当で

はない。          ＜了＞ 
------------------------------------------------------- 

◆平成2４年度予算編成に関する

要望書 
 現在、少子高齢化が進展する中で、保

健・医療・福祉の充実が求められており、

国民に対する安全で安心な医療を提供す

る観点からも、臨床検査業務のあるべき

方向について検討を重ねております。 
 特に、職能団体としての職責を全うす

べく重点事業の展開を計画しております

が、医療機関における臨床検査室の運営

は年々厳しさが増しております。このよ

うな情勢をご推察のうえ、別紙の事業に

おきまして特段のご配慮を賜りますよう

お願い申し上げます。 
 

臨床検査データの標準化と精度保障に

関する事業 
医療制度改革の下、医療費の削減とと

もに日本の医療に求められている 優先

事項は、医療情報の IT 化と科学的根拠に

基づく医療の実践といえます。そのため

には、EBM の根幹を成す臨床検査データ

の標準化による報告値と基準範囲の統一

が不可欠となります。 
臨床検査データの標準化は、“病院が変

われば検査データが異なる”というこれ

までの国民の認識を変え、重複検査防止

による医療費抑制効果を生み、電子カル

テシステムの普及などに多大な貢献をす

るものと確信しております。 
特に、平成 20 年度より義務化された特

定健診・保健指導において、標準化され

た臨床検査データを用いることの重要性

は言を俟たないところであります。臨床

検査の標準化と標準化されたデータの共

有化が、平成 20 年 4 月から義務化された

特定健診の成否の鍵を握っているといっ

ても過言ではありません。 
臨床検査データを標準化することによ

り、全国に渡る健診や診療の場において、

正確で信頼される臨床検査データが国民

に提供されます。均質な臨床検査データ

を迅速に用いることは、DPC の推進、患

者満足度の向上に貢献し、ひいては医療

に対する国民の信頼を増幅することは必

定であります。 
平成 20 年 12 月施行の公益法人制度改

革の本旨から、本来、国家が主導すべき

でありながら当会が実施している以下の

公益事業対策としての、予算化を含む特

段のご配慮をいただきたく要望します。 
➀ 臨床検査精度管理調査事業 
現在、当会では、年間およそ 1 億 3,000

万円の巨費を投じ、全国約 3,400 の会員

施設の参加を得て、わが国で唯一臨床検

査全般を網羅した精度管理調査を毎年実

施し、臨床検査の精度を保障することに

よって国民医療に貢献している。 
② 臨床検査データ標準化事業 
平成19年度より臨床検査専門の職能団

体の責務として“いつでも、どこでも同

じ臨床検査データ”が得られるように、

日本臨床検査標準協議会ならびに全国 47
都道府県の臨床検査技師会との連携のも

とに、年間１億円規模の臨床検査データ

標準化事業に取り組んでいる。＜了＞ 
--------------------------------------------------- 

 
＜添付資料＞ 
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