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「検体測定室」をどのように活用するか 
 

～いまこそ、臨床検査の信頼性を守る時～ 
会長 宮島 喜文      

●内閣府主導の「法改正」 

 平成25年6月14日に安倍内閣が進める「日本再興戦

略」が閣議決定され、その中の国民の「健康寿命」の

延伸の項で、主要施策として自己健康管理を進める

「セルフメディケーション」を実現するとあり、簡易

な検査を行うサービスなどを担う市場・産業を戦略分

野として創出・育成することになりました。 

 これを受け、平成26年3月31日付で「臨床検査技師

等に関する法律第二十条三第一項の規定に基づき、厚

生労働大臣が定める施設の一部を改正する件の施行に

ついて」（以下、厚労大臣の定める施設一部改正）が

通知されました。 

 この改正の具体的な取扱いについて、平成26年4月9

日付厚生労働省医政局長名で「検体測定室に関するガ

イドライン」（以下“ガイドライン”）が通知され、

また、同日付で厚生労働省医薬食品局審査管理課医療

機器審査室長名で「薬事法の一部を改正する法律等の

施行に伴う医療機器の販売業及び賃貸業の取り扱いに

ついて」の一部改正について（以下”薬事法の一部改

正”）が通知されています。 

 

●経緯に対する所感 

 これらの一連の通知は何を意味しているか、会員か

ら質問が来ていますので、当会が知り得ているこれま

での経緯と私の所感を述べさせていただきます。 

 重要なことは、登録検査所としての登録が不要な施

設として「検体測定室」(以下、「この施設」)を位置

付けたことです。立ち入り調査など厳しい規制がなく

ガイドラインは努力目標として解されてしまうという

ことです。 

 したがって、今の私の心境は「複雑な想いである」

との一言に尽きます。このようなやり方で本当に「国

民の健康の保持・増進に繋がるのか」、「臨床検査の

専門として今後も臨床検査の信頼が守れるか」と思う

のは私一人でしょうか。 

 

●ガイドライン案の提示 

 さて、ガイドラインの発出までの経緯等を説明する

と、内閣府からの指示を受けて、厚生労働省医政局指

導課医療関連サービス室(以下、「サービス室」)が法

律や制度上の問題を解決するための検体測定室のガイ

ドラインを策定することになり、当会にも相談があり

ました。 

 当会としては、「真に国民の健康に役立ち、臨床検

査技師が更に活躍することができれば良い」と考え、

サービス室のヒアリングに応じてきましたが、その背

後に簡易検査を目指す業界団体が活発に運動を進めて

きたことも判りました。 

 また、昨年末には当会が加盟する臨床検査振興協議

会にサービス室からガイドラインの骨子について説明

があり、「診療の用に供さない検体検査を行う施設」

を作るに当たり、このままでは粗悪な検査データが独

り歩きし、結果として国民の健康福祉ひいては医療に

有害な影響を与える恐れが多いとして、加盟5団体で

ガイドラインの問題点を記した意見書を厚生労働省に

提出するとともに、日本医師会、日本看護協会、日本

薬剤師会にも協力を要請しました。 

 その中で、この施設の管理者や従事者を資格制限

し、研修の義務化の明記するよう強く要求しました。 

 しかしながら、平成26年1月20日に産業競争力強化

法の施行に伴い、1月24日の閣議では、平成25年度中

にガイドラインを作成すること、薬局などの店頭にお

いて自己採血による簡易検査を実施することが決定さ

れました。明らかに厚生労働省でなく、経済産業省の

主導の施策であり、健康産業育成が狙いであることが

判ります。 

 健康や医療の分野において、臨床検査で明確な仕分

けができる訳ではない中で、国民の医療費の削減がで

きる科学的な検証もない中で、単なる規制緩和に終わ

るのではないか。そして、これは誰のための施策なの

か。医療人としてこれで良いのか。思い悩みました。 
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●ガイドラインへの改善提案  

 しかし、政府の方針が決定され、期限が迫ってきた

ことから、「国民の信頼を失いかねない制度では承服

できない」との立場を堅持するだけでは、臨床検査の

信頼は得られないと考え、この施設での精度管理を

しっかり実施することで、検査値の精度の信頼性を守

ることにしました。 

 その他、臨床検査や臨床検査技師の将来に繋がる足

がかりとするために、臨床検査技師でも施設運営の責

任者や精度管理責任者、測定業務に従事する者として

明記するよう要求し、確認することができました。 

 また、今まで臨床検査技師が医療機器を販売等がで

きなかったのですが、「医療機器の販売業及び賃貸業

の取扱いについて」の改正を要求し、この施設におい

ては医療機器販売等行うことができるようになりまし

た。 

 ガイドラインは最終段階において厚生労働省と各医

療団体の調整で当会の要望が全て満たされ独占業務と

は出来なかったのですが、臨床検査技師の立場は確保

出来たものと思います。規制緩和の大波の中、臨床検

査の価値を落とすことなく、臨床検査技師の職域を確

保する1年間の戦いであり、政官に対する当会の今後

の課題も痛感しました。 

 

●今後の課題として 

 問題はこれからです。ガイドラインは国会の承認を

得た法律ではありません。国（厚生労働省）の施策を

進める中で簡単に変更できます。 

 この問題を折衝する中で、臨床検査技師の立場を訴

える際に、このような検査サービスについて実績が少

ないことや国民への提供する場（薬局など）を開設し

ていないことも指摘を受けました。 

 世の中を動かすには実践していなければ、大きな声

となりません。 

 健康産業に参入できたと喜んでいるだけでは、次は

ありません。実績が無ければ、将来は無くなってしま

うでしょう。 

 採算性は厳しいものですが、臨床検査技師が開設し

経営するなど創業も可能です。また、雇用の拡大にも

繋がります。更に健康に関するイベントなど都道府県

などで臨床検査の普及・啓発にも活用できます。 

 診療の用に供さない検体検査を行う施設である検体

測定室を、正しい知識と技術のもとに臨床検査技師で

ある私たちが全国各地で正しい形で展開し、国民に正

しい臨床検査を提供していくことが使命であると考え

ます。会員の皆さんのご意見をお待ちしております。 

 なお、通知など関連資料は日臨技のホームページを

ご参照ください。なお、ご意見は下記のアドレス、又

は日臨技事務所に送付ください。 

 この施設について、国民が正しい理解を持ち、その

限界も知ってどのように活用するかが問われています。

ガイドラインを読んでもわかりにくい部分を中心に、私た

ちの立場から、どのような説明をすべきかを次にまとめ

てみました。会員各位の理解促進のためにもご紹介い

たします。             常務理事 下田 勝二 

 一昨年に誕生した安倍内閣は我が国の国力を取り戻

すため、アベノミクスでの金融緩和、財政出動、成長

戦略を３本の矢として打ち出し、さまざまな経済政策

を展開しています。長年のデフレから脱却し、日本再

生を目指すために平成25年6月14日、「日本再興戦

略」が閣議決定され、成長戦略には健康増進・予防や

生活支援までを担う市場・産業を戦略分野として創

出・育成することが謳われています。 

 しかし市場の競争力を強化し、安易に規制を解除す

ることは国民の健康被害や医療への信頼を損ねる結果

を招くのではないかと、危惧するものです。 

 臨床検査に関する領域でも、自己健康管理を進める

ものとして、簡易な検査サービスが取り上げられてい

ますが、これらが真に国民の健康増進に繋がるもの

か、この動きを臨床検査の専門職として注視していか

なければなりません。 

◇ 

 さて、平成26年3月31日付で厚生労働省医政局長

より「臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一

項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部を

改正する件の施行について」が発出されました。 

 これは、従来の医療機関や健診施設、また、これら

から委託される登録衛生検査所で行われている「臨床

検査」とは別の「検体測定室」と呼ばれるもので、薬

局、コンビニや飲食店、公衆浴場などにおいて、自己

採血による血液による検体測定を行うことを定めた法

改正ですが、以下のようにガイドラインでは定められ

ていることをお知らせいたします。 

◇ 

 あくまでも「診療の用に供さないもの」であり、結

果の事実（数値）と基準値のみしか通知できず、基

準値内に結果があった場合でも健康な状態にあると

は断定できないこと。 

 →もしも反した場合は、医師法第17条に反する違

法行為となります。 

   この違法行為には、結果に基づく健康状態の評価等

の医学的判断を行った上で、以下のような行為を行う

ことが含まれます。 

 食事や運動などの生活上の注意、健康増進に資する

地域の関連施設やサービスの紹介、医薬品に関する照

会に応じたOTC医薬品の紹介、健康食品やサプリメ

ントの紹介など。 

 「検体測定室」は「健康診断」ではありません！ 

“ワンコイン健診”とも広告はできません。 

 採血や消毒などは自分で行わなければなりません。 

 採血はその施設内で行うものであり、郵送などによ

る検体は扱えません。 

◇ 

 運営責任者は医師、薬剤師、看護師又は臨床検査技

師、精度管理責任者は医師、薬剤師又は臨床検査技師

と定められており、運営責任者は常勤することが求め

られています。        

 （次ページへ続く） 

国 民 の 皆 様 へ 
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（前ページより続く） 

 測定の説明と結果の報告は運営責任者が資格及び氏

名を明示して行うものとなっています。 

 測定に従事できるのは医師、薬剤師、看護師又は臨

床検査技師です。 

 測定項目は特定健康診査に関する項目のみしかでき

ません。 

 結果が基準範囲内か否かに関わらず、特定健診や健

康診断をお薦めし、結果に対する質問はかかりつけ医

へ相談するように助言しかできません。 

 従業員は手袋やマスクの着用、手洗い、消毒など衛

生管理が求められています。 

 複数人の測定を一度に実施できません。 

 飲食店や公衆浴場では「専用の別室」、それ以外で

も「個室など」により他の場所と明確に区別するとと

もに、十分な広さを確保することとなっています。 

 上記では防塵、防虫、換気・防臭、騒音防止などの

措置が求められています。 

 従事者には内部研修にとどまらず、精度管理、衛生

管理などの外部研修の受講も定められています。 

 受検者の急変もありえますので、必要な物品の常備

と救急隊への通報体制の手順書の作成、掲示、近隣の

医療機関との連携をはかることが求められています。 

◇ 

 これほど多くの要件を満たした施設のみが、実施

可能です。 

「検体測定室」を利用される際には、これらが守ら

れているかを確認することを是非お薦めします。 

◇ 

 なお、臨床検査技師会では各地の健康まつりや独自

に開催する「検査と健康展」などで、血液検査を行う

際には、医師の協力のもとに、臨時の診療所登録を行

い、臨床検査のスペシャリストであり国家資格を取得

している「臨床検査技師」が安全な採血と正しい精度

管理のもとに、皆様の健康状態を把握できる検査結果

を提供しております。 

 また、医師又は検査技師により検査の相談及び説明

も行っておりますので、ご活用ください。 

国 民 の 皆 様 へ 

厚生労働省担当官による 

検体検査室に関する 

ガイドライン説明会 
 平成26年５月24日（土） 

 12：00～13：00 
 会場：大森東急イン 

       ※定時総会と同会場となります 

          総会と併せてご出席ください 

 
 日臨技からのお知らせ 
 
 
☆定時総会召集通知を発送します 
 
 平成26年５月24日（土）に開催される日臨技定時
総会の開催通知を全会員に４月23日付で発送いたし
ます（宛先住所は「医学検査」に同じ）。 
 本年度総会では、平成25年度監査報告に続いて、 
審議議案として以下が予定されております。 
 
○第一号議案   
 平成25年度事業報告及び決算について 
○第二号議案   
 名誉会員の追加推薦について 
○第三号議案   
 平成26・27年度理事候補者について 
 
 第三号議案は、役員候補者選出委員会が支部選出
候補（21名）と会長候補者選挙当選者推薦候補（８
名）および会長候補者選挙当選者の計30名をとりま
とめ提出した名簿に基づいております。 
 理事が議決により確定しないと、本会の運営が大
きく滞ることになりますので、重要な総会です。 
 
☆総会に「出席」する３つの方法 
 
 議決権行使の方法は以下の３つです。 
①本人が出席し表決 
②書面表決（定款により「出席」とみなされます） 
③委任状を提出し、委任された代理人が出席し表決 
 
 すべての場合で「議決権行使書(兼出席票・委任
状)」を5月23日(金)17時45分までに本会事務所に到
着することが必要です。 
 書面表決を含めた出席数が議決権を有する総正会
員数の過半数に達しない場合、総会を開催できず、
各号議案の決議は行えませんから、是非とも期日ま
でに「議決権行使書(兼出席票・委任状)」の提出に
ご協力いただきますようお願いいたします。  
 
☆無効票としないために 
 
 前年度総会では「議決権行使書(兼出席票・委任
状)」の右上にある「会員氏名（自署）欄」の未記
入が受領総数の８％に及びました。 
 ご提出にあたっては、忘れずに必ず本人氏名を自
署されるようお願いします。  
 前年度総会では３つの方法のうち、どれを選択す
るかのチェックがないか不備であったもので、最終
的に無効票となったものが受領総数の９％に及びま
した。また、委任を選択して代理人情報の不備によ
る無効票もありました。 
 貴重な１票が無効とならないよう、くれぐれもご
注意くださいますよう重ねてお願いいたします。 
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「 世界医学検査デー」と 

「倫理綱領」について 
  

 4月15日は世界医学検査デー(World-wide Biomedi-

cal Laboratory Science Day)です。 

 世界医学検査デーは、1996年6月にノルウェーで開

催された世界医学検査協会の代議員会の場で制定が承

認されました。臨床検査の専門職である臨床検査技師

の役割と臨床検査の重要性を世界中の国民に広めるこ

とを目的として、世界各国でその年のテーマに沿った

広報活動が行われます。  

 2014年、世界医学検査デーのテーマは「倫理綱領」

です。 

 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会の「倫理綱

領」は、病院、教育機関、研究機関、行政機関など、

あらゆる場面における会員の行動指針であり、自己を

振り返る際の基本となるものです。 

 

 臨床検査の専門職として質の高い臨床検査を提供す

るためには学術や技術の向上だけではなく、高い倫理

観を身に付けていることが重要です。 

「世界医学検査デー」を契機に、私たちの「倫理綱

領」を再度確認し、臨床検査技師として高い使命感と

強い倫理観を持って仕事に精励しましょう。 

 

The Letter from  President Kyoko Komatsu 

 

 

 

 
 

International Biomedical Laboratory Science Day  

– April 15th International Federation of Biomedical  

Laboratory Science (formerly known as IAMLT)

established BLS Day in 1996 at the World Congress in 

Oslo, Norway to promote and celebrate the key role of 

Biomedical Laboratory personnel in diagnostic and 

preventive health care systems.  

Promote and celebrate  
The purpose with the BLS Day is to increase the 

awareness of the role that Biomedical Laboratory Sci-

entists have in providing health care. BLS’ play an 

important role in diagnosis, quality development and 

assurance, treatment, research, development, and pub-

lic health care.  

International BLS Day gives our profession a day to 

promote and celebrate ourselves as a profession.  

The theme is selected by the International Body 

(IFBLS) related with health issues and support the 

WHO Millennium Development Goals.  

BLS Day is the day for Laboratory personnel to pro-

mote awareness of our profession and the key role 

played by Biomedical Laboratory Scientists in the di-

agnosis and treatment of patients and research in the 

modern medical sciences.  

The theme for 2014 is:  

Ethics  
Importance of BLS Day  
Biomedical Laboratory Scientists are one of the largest 

groups of health care professionals yet our role in 

medicine is poorly understood by the patients and their 

families and even our colleagues within health care 

administration.  

A Biomedical Laboratory Scientist finds out the causes 

of the disease which ensures better treatment and cure. 

We understand the work we do and it’s significance to 

the patients. We are the experts in our field and the 

very best people to carry our message.  

日臨技倫理綱領 
1. 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。 

1. 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。 

1. 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。 

1. 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。 

1. 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。 

BLS Day ポスター 
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 本年度の「輸血テクニカルセミナー」は日本臨床衛

生検査技師会と日本輸血・細胞治療学会の共催事業と

して、平成26年３月15日（土）、16日（日）に開催さ

れることとなりました。 

 開講式での日本臨床衛生検査技師会 松本副会長と

日本輸血・細胞治療学会 半田理事長のご挨拶では、

輸血検査の標準化を推進し、指導的役割を担う輸血検

査技師の育成を具現化するために、両学会が協同企画

を推進する意義などが示されました。 

 募集時の会告の前文にもあったように、今回のセミ

ナーは“輸血検査の初級者に対する指導のポイントや

テクニックを学ぶ”と目的が明確にされており、受講

者にもこの共催事業が両学会や会員にとって非常に画

期的で有意義な企画であることは理解できました。 

 開講にあたり実行委員長の奥田先生から、実技講習

定員80名に対して1.6倍の応募であったこともうかが

い、その抽選で当選したからには一分たりとも無駄に

はできないと気を引き締めて受講することとなりまし

た。 

 一日目は「血液型検査のテクニック」「不規則抗体

検査のテクニック」「DAT陽性時の対応」「交差適合

試験の方法および注意点」の4つの講義があり、次の

二点の重要性を再確認しました。 

 一つは、輸血検査に携わる技師の資質の重要なこと

は“用手法（試験管法）ができる”こと、“血液製剤

の選択ができる”こと。もう一つは、初級者指導は

“やってみせる”ことから始まるということでした。 

 二日目の実技講習では、それぞれの基本操作の指導

ポイントを確認しながら進め、実務委員の方を中心に

班の中でも受講者同士でも納得がいくまで、十分な

ディスカッションをすることができました。 

 

「輸血テクニカルセミナー２０１３」に参加して 
             中部労災病院 中央検査部 

                    中井美千代 

実習風景 受講風景 

 本セミナーのように、基本操作の重要性の根拠とな

ることから順を追って学ぶことによって、班の中でも

凝集反応の目合わせを繰り返し行い、意識して合わせ

て行くことができることを体感しました。また、それ

が班の中だけでなく全班に渡って実践されていること

に受講者の方々のレベルの高さも感じました。 

 また、意見交換会では多くの方が参加されており、

若手の技師の方々にも刺激をいただき、時間を忘れて

楽しいひと時を過ごすことができました。 

 

 このセミナーが受講者のみの知識に留まることな

く、全国の施設へ伝達できるよう、日臨技各支部から

1名ずつ実務委員が選出されています。 

平成23年度から開催されてきた、輸血検査伝達講習会

と同様に、今後、各支部で伝達講習会が開催される予

定です。 

 私自身も受講後、従来の県技師会での実技講習が内

容を詰め込み過ぎるあまり、受講者にとって消化不良

になっていたのではないかと反省した次第です。本セ

ミナーで学んだことを県技師会での研修会で伝達し、

輸血検査の標準化を推進し、安全で適正な輸血療法が

行われるよう努力していく所存です。 

 

 今後も他学会との連携を密にし、日本臨床衛生検査

技師会会員および会員施設の輸血関連の知識と技術の

標準化を促進していけるような研修会が開催されるこ

とを期待いたします。 

 最後に、日本臨床衛生検査技師会ならびに日本輸

血・細胞治療学会各役員の方々、実務委員の皆様には

大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申

し上げます。   

（編集後記）春、さわやかな日が続きます。桜前線も北上し、東北地方までやってきました。もうすぐ北

海道でしょうか？桜前線の終着である北海道根室市には千島桜という桜が毎年咲き誇ります。厳しい寒さ

中、悠然と咲き誇る千島桜に強さと美しさを感じます。環境に合わせる様に背丈の低いこの桜。厳しいな

かでも状況に合わせ咲き誇る桜に何かを教えてもらった気がします。「環境ではない。自分自身だ」と

言っているかのように…                                    【坂西】                 


