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開会

２

議事

３

閉会

予防医 療ビジネスの 解禁（病院外 での看護師や 歯科衛生士の 業務範囲の拡 大）

○宇野参事官

そ れでは、お時 間も過ぎてお りますので、 ワーキング グループを再 開した

いと思います。
１つ目のテーマ でございます が、予防医療 ビジネスの解 禁というこ とで、１回ワ ーキン
ググループで御議 論いただいた 経緯があると 思うのですけ れども、病 院外での看護 師や歯
科衛生士の業務範 囲の拡大とい うことで、再 度医政局医事 課の方々を お呼びしてお ります
ので、御説明をお願いしたいと思います。
それでは、座長のほうよろしくお願いいたします。
○八田座長

お忙 しいところ恐 れ入ります。 それでは、御 説明をよろ しくお願いい たしま

す。
○永田室長

医政 局医療関連サ ービス室長の 永田でござい ます。よろ しくお願いい たしま
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す。
お手元に簡易な 検査について という資料、 それから、次 に検体測定 室に関するガ イドラ
イン、それと本日 追加で採血行 為の一連の流 れ図を用意さ せていただ きましたが、 このう
ち一連の流れ図は 前回もお話し ましたが、事 業者のホーム ページから 入手したもの ですの
で、非公開ということでよろしくお願いしたいと思います。
それでは、簡易 な検査につい て御説明いた します。簡易 な検査は、 利用者がみず から採
取した血液につい て、民間事業 者が血糖値や 中性脂肪など の生化学的 検査をするサ ービス
でございます。こ れらについて は日本再興戦 略、産業競争 力強化に関 する実行計画 、これ
らにおいて実行可能であることを明確化するとされていたところでござ います。
厚労省といたし ましては、従 来、簡易な検 査につきまし ては臨床検 査技師法の規 定に基
づく衛生検査所の 登録が必要と いう立場をと っておりまし た。しかし ながら、そう いった
政府の方針も踏ま えて種々検討 しました。そ こで衛生検査 所というも のは、そもそ も病院
から検査の検体の 委託を受けて 、診療の用に 供する検査を 適正に実施 するというこ とを目
的として登録化されているものでございます。
一方、この簡易 な検査といい ますのは、診 療の用に供す る検体検査 を行うもので ないこ
とを考慮しまして 、衛生検査所 の登録を不要 とするという 告示改正を 行ったところ でござ
います。これが今年度の４月でございました。
この告示改正を 踏まえまして 、簡易な検査 というものは 国民の健康 の一助となる ことが
期待されるわけで すが、一方で 医師の診断を 伴わないとい うこういっ た簡易な検査 の結果
をもって利用者が 判断すること ですので、利 用者みずから 健康である と誤解するこ とも生
じかねません。こ のために適切 な衛生管理あ るいは検査の 精度管理の あり方、利用 者に対
して健康診断の定 期受診を促す といったこと を示した検体 測定室に関 するガイドラ インと
いうものを昨年４月に発出したところでございます。
以下、次のガイ ドラインにつ きましては、 今回の事案の ポイントの みを紹介させ ていた
だきたいと思います。
２ページ、第１ のところで検 体測定室の届 出がございま すが、１に 検体測定室の 定義が
ございます。検体 測定室という のは①、②の 要件を満たし たところを 検体測定室と 定めて
ございます。検体 測定室の施設 内で検体の採 取及び測定を 行うという こと。２点目 が、検
体の採取と採取前 後の消毒措置 というものは 受験者自身が 行っていた だくというこ とで定
義づけをしているところでございます。
２の届出については、当厚生労働省で届出を受け付けているというこ とでござい ます。
３ページ、検体 測定室の指針 でございます が、まず最初 に利用者が 検体測定を受 ける場
合には十分な説明 、同意を得て 承諾を得るこ とが必要でご ざいますの で、中段第２ の１に
ありますとおり、 ①から次のペ ージの⑪まで の項目につい て丁寧に説 明することに してお
ります。基本的に は特定健診や 健康診断では ないというこ とを明示し たり、検体の 採取、
採取前後の消毒措 置については 受検者が行っ ていただく。 既往歴とか 病歴において 止血困
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難となる場合には 、サービスを 受けられない 場合がありま すといった こと。自己採 取、自
己処置ができない 受検者につき ましては、サ ービスを受け られないと いうことを定 めてご
ざいます。
４ページ、４の ところに地域 医療機関との 連携を定めて ございます 。検査結果と いうも
のは基準値の範囲 内であるか否 かにかかわら ず、健康診断 等の受診勧 奨をしていた だくと
いうこと。それか ら、検査結果 というのは上 の３にありま すとおり、 検査値と基準 値の範
囲にとどめること にしてござい ますので、仮 に診断等に関 する質問が あった場合に は検体
測定室では回答せ ずに、かかり つけや周辺医 療機関に御相 談していた だくというこ とでの
仕組みを設けてご ざいます。こ の際、利用者 の選択権を阻 害しないと いう観点から 、ここ
だけに行ってくだ さいというよ うな特定の医 療機関のみの 紹介はしな いという整理 をして
ございます。あく までも利用者 の自由な選択 権を担保する という意味 での留意事項 を挙げ
てございます。
６の衛生管理で ございますが 、やはり医療 機関ではござ いませんの で、予防対策 という
ものをしっかりや っていただく ということで 、手洗い、マ スクなどの 着用をきちん として
いただく。
５ページにまい りまして９の 穿刺器具です が、こういっ たものは使 い回しするこ とは禁
じられていますの で、ディスポ ーザブルタイ プのもの、単 回使用のも のの使用を徹 底して
いただきたいということを定めてございます。
６ページ目に、 運営責任者に ついては医師 、薬剤師、看 護師、臨床 検査技師等に なって
いただく。定期的 に13にありま すように精度 管理も行って いただき、1 6番にありま すとお
り測定室の環境と いうものは血 液を取り扱う ものですから 、飛沫感染 の防御策とい うもの
をきちんと徹底す る。特に他の スペース、他 の事業区域等 の区分けを していただい て、個
室とかパーテーシ ョンで明確に 区分していた だくという衛 生管理の徹 底を求めてい るとこ
ろでございます。
以下、研修ある いは必要な機 械、必要な日 誌等の内容を 定めている ものがガイド ライン
の概要でございます。
最後になります が、今回の事 案につきまし て検体測定室 において看 護師が利用者 の自己
採血を介助するこ とを可能にす るということ についてでご ざいますが 、厚生労働省 の考え
を申し上げたいと 思います。検 体測定室にお ける簡易な検 査は、医師 の指示のもと で看護
師等が採血を行う 医療機関での 検査とは異な るものでござ います。し たがって、採 血行為
というのは利用者の自己責任のもとで利用者自身が実施することとして います。
採血行為につき ましては、先 ほどカラーの ペーパーでお 渡ししまし た図がござい ますけ
れども、採血行為 というのは１ の手指のマッ サージから始 まりまして 、２の穿刺部 位の消
毒、３の穿刺、４ の血液の絞り 出し、５の血 液の採取、10 にまいりま すが、傷口の 処置と
いう一連の行為か らなっており ます。この際 、利用者の手 指の一部に 病気とか傷と いった
ものがある場合に は、手指の状 態によっては 手指に触れる 行為自体そ のものが医師 法17条
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等の規定に抵触するおそれがあるということでございます。
また、消毒や処 置というもの については採 血の一連の行 為であるた めに、それだ けを切
り離して、例えば 消毒をしてく ださいとか、 消毒の部分、 止血の部分 、ばんそうこ うを張
る部分、こういっ たところにつ いてだけ看護 師が補助する ことにした 場合に、利用 者とい
うものは一連の行 為全てを看護 師にやってほ しいというこ とを求めて くる可能性が あるわ
けでございまして 、特に明確で ある穿刺とか 血液の絞り出 しといった 部分は確実に 医行為
に該当するという ことで整理し てございます ので、そうい った医行為 に該当するよ うな部
分も実施するおそ れがあります ので、それら を防止する観 点から採血 に係る一連の 行為を
利用者自身が行うというふうにしているところでございます。
もう一点、感染 の拡散防止と いう観点もご ざいまして、 検体測定室 というのは医 療機関
ではございません ので、利用者 の心身の状態 というものを 把握するの はなかなか難 しい状
況にございます。 特に検体測定 室は血液検体 を取り扱いま すので、仮 にＢ型肝炎等 のキャ
リアだという方が 検査を行った 場合に、従業 員が手指に触 れることにな ります。今は 一切、
手を触れないとい うことにして ございますが 、接触するこ とによって 感染のリスク が大き
くなってくるという問題がございます。
また、今の季節 ですとインフ ルエンザです とかノロウイ ルスなどが 流行している わけで
ございますけれど も、そういっ た感染症も利 用者から従業 員に移って 、さらに別の 利用者
に伝染するといっ たことも最悪 の場合は考え られるわけで ございます 。こういった 感染の
拡散、検体測定室 を感染源にし ないというこ とを大きなポ イントと考 えてございま す。し
たがって、利用者 自身が全ての 一連の行為で ある採血行為 を行ってい ただくという ふうに
定めているところでございます。
以上、御説明申し上げましたので、ぜひよろしくお願い申し上げます 。
○八田座長

どうもありがとうございました。

それでは、委員の方から御質問、御意見ございますか。
○原委員

たくさ んあるのです けれども、最 後におっしゃ られた感染 の拡大のとこ ろとい

うのがさっぱり理 解できなかっ たのですが、 インフルエン ザの拡大を させないこと と、血
液を自分で採取というのはどうかかわるのですか。
○永田室長

要す るに今は患者 さんの手に一 切触れないこ とにしてま すが、例えば 肝炎場

合など接触することによって感染が広がっていきます。
○原委員
○永田室長

インフルエンザは関係ないのですね。
基本 は接触感染。 さらにそうい った方がイン フルエンザ 等のキャリア であっ

た場合、触れるこ とによってさ らに一層そう いった感染の リスクが高 まってくるだ ろうと
いうことなのです 。ですから触 れない。触れ ないために一 切、一連の 行為、医師法 に抵触
するおそれもあり ますし、一切 接触しないこ とによって感 染のリスク を最大限に抑 えると
いう観点から、採血行為を患者さん自身がやっていただくことにしてい ます。
○原委員

接触さ れるとインフ ルエンザがそ うなのかわか らないです けれども、い ろいろ
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と感染するリスク が高まる病気 がたくさんあ って、そうい うものを防 ぎたい。それ は医療
機関でやられてい る分にはお医 者さんがいら っしゃるので その問題は ないのですが 、それ
以外のところでは そういう施設 はつくるべき ではないとい うことです か。そうする と、美
容室とかはお医者さんを置いたほうがいいのですか。接触されますけれ ども。
○永田室長
○原委員

手指に触れるとか、そういう話ですか。
手を触 ったりとか、 接触すると病 気が感染する からお医者 さんを置くべ きだと

おっしゃられたので、もしそうだったらそういうところも置くべきです ね。
○永田室長

美容室は髪の毛ですね。

○八田座長

ひげそりでは血も出ますよ。接触は接触です。

○永田室長

測定室は必ず採血で血液を出すという行為が入っていますので。

○原委員

血液を 触るのですか。看護師さん が介助をした ときに血液の 触るのでしょ うか。

○永田室長
○原委員

触らないように取り扱います。
触らないような器具になっているのですよね。

○永田室長
○原委員

血液が飛沫するおそれもありますので。
飛沫したときには、隣にいたら同じではないですか。

○永田室長

です から、接触す ることよって 感染するリス クを最大限 抑えるために 、手指

に触れない。
○八田座長
○阿曽沼委員

それ は、でもお医者 さんは１人 でもいたらそ の可能性はな くなるわけで すか。
１ つ質問したい のですが、こ れは誰を守る 規制ですか 。誰の安心と 安全を

守る規則なのですか。
○永田室長
○阿曽沼委員

これは利用者、従業員。要するに公衆衛生を確保するためです。
利 用者をどう守 っているので すか。これは セルフメデ ィケーション 、自己

責任でやってくれ ということで すね。あなた の責任ですよ、だから私た ちは守れませ んよ、
私たちは関係あり ませんよ、全 ての責任はあ なたがとって くださいと いう規制に見 えてし
まいますね。
よく理解できな いのがセルフ メディケーシ ョンと自己責 任と規制の あり方の関係 で根本
的な考え方がある のかというこ とです。もう 一つ、医療者 だと国民は 依頼心が増強 して、
採血してもらいた いと言われて しまうと、看 護師達は資格 を持ってい るので現実的 に断れ
ない。だから困る んだと聞こえ てしまうので すが、違いま すか。看護 師さんなどの 医療資
格を持っていて規 定を守ってち ゃんとやれば 、患者さんは より安心を 持つのではな いです
か。何かあったと きにはきちん と判断をして 、必要な医療 者を紹介し てくれるかも しれな
い訳ですから。医 療の資格者が 居たほうが受 ける側からす れば安心が 増すのではな いです
か。だからこの規 定が誰の安全 を守るのかと いうのがよく わからない のです。だっ て、採
血をセルフメディ ケーションと して自分自身 でやることは 許している わけですよね 。飛沫
のリスクがあるし 、全てのリス クがあるわけ ですから医療 者が居たほ うがより良い サービ
スができるのではないですか。
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○永田室長
○阿曽沼委員

運営責任者である有資格者としています。
誰 でもいいわけ です。それが 看護師だった 場合、医療 者の資格を持 ってい

るほうが圧倒的に 安心感がある ではないです か。国民に対 して安心を 与えることが できる
のではないですか。何か論理がよくわからないですね。
○永田室長
○阿曽沼委員

きちんと通知で定めてあるとおり。
現 在の通知でど う定められて いるからとい うのではな く、国家戦略 特区に

おいて特例として 変えてくださ いと言ってい るのです。定 義はこうだ からこうです なんて
いうことを回答と して求めてい るわけではな いのです。こ れは例えば ナースプラク ティシ
ョナーで看護師の 包括指示以外 のいろいろな ことをやるた めに、医療 者と看護師の 間の職
務の範囲を決めろということよりも、もっと簡単なことだと思います。
○永田室長

現状 で申し上げま すと、検体測 定室が今年度 から始まり ましたけれど も、実

際には看護師がや られていると いうのは少な いのです。ほ とんど薬剤 師なのです。 薬局に
おいてこういった 検体測定事業 を行っている のは。そうい う測定室自 体が薬剤師さ んを中
心に事業として広 がり始めてい るわけなので すけれども、 資格者によ って介助でき るでき
ないということがあってもぐあいが悪いですし。
○阿曽沼委員

薬 剤師さんがや っていて、そ こに看護師さ んもプラス アルファされ ればよ

り安全で、より安心が与えられるのではないですか。
○永田室長

実際 にはすごく薬 局の中の一部 のコーナーを 使って測定 室で行ってい るとい

うことが実態です ので、測定室の ために何人 も人材を置く ことは今のと ころないわけ です。
○八田座長

この 話にそれは関 係ないわけで すね。看護師 さんを置い ているところ ではい

いではないですか。
○永田室長

本当 にわずかな一 部の測定室に おいて、看護 師がいると ころだけでも やらせ

たらいいではないでしょうかという話ですかね。
○阿曽沼委員

施 設要件をきち んとして、こ ういう条件で あれば看護 師さんでも大 丈夫で

すよということは 言えるのでは ないですか。 例えば測定室 の広さをこ うしろとか、 施設要
件を考えればいい訳ですよね。
○永田室長

実際 には今、言っ た薬局で薬剤 師が１人でや っていると いうことが多 いとい

うこと、そして、 血液の採取事 業ということ について今年 度から始ま ったばかりな ので、
このガイドライン を示したもの の、まだ普及 定着している 状況ではな くて、数もど んどん
毎月ふえています 。このた め、厚労省 は昨年10月 以降、点検 を進めてい るところなの です。
点検を進めてきち んとガイドラ インに基づい て衛生管理を していただ くことにして います。
○阿曽沼委員

国 家資格を持っ ている看護師 が何かを起こ せば、全て の問題の責任 を厚労

省が持たなければ いけない、それ を回避する ために看護師 はやらせない んだというふ うに、
どうしても聞こえ てしまうので す。この通知 も含めてお話 の中では自 己責任、自分 でやれ
ばいいんだ、セル フメディケー ションだから 自己責任だ。 その論理は わかるのです 。そこ
に例えば医療職と いう国家資格 者を持った人 たちがそこに いると、国 民が医療者に 依存し
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てしまう。そうす ると医療とな ってしまうか ら困るという ことが１つ 。やってしま うこと
を規制できるのかどうかということが心配であるのでしょうか。
論理的に看護師さんがやることに何の問題もないような気がするので すが。
○永田室長

従業 員側は看護師 であっても薬 剤師であって もよろしい のですけれど も、そ

の方が要するに結局一番やってはいけないのは穿刺行為です。
○阿曽沼委員
○永田室長

それを自ら率先してやらなければいいのではないですか。
穿刺 行為を一連の 行為の中で一 部でも患者で はなく従業 員側が行うと いった

ときに、それが誘 因して穿刺行 為までするお それが現場レ ベルでは完 全に排除でき ません
ので。
○阿曽沼委員

従 業員側の人間 が、私は看護 師ですと言う ことが問題 だと言ってい るわけ

ですか。私は看護 師ですという ことを明示す ることが問題 だと言って いるわけです ね。結
局は。看護師さん だと依頼され れば穿刺をし てしまうかも しれないし 、血液に触れ てしま
うかもしれないからということですか。
○永田室長

もと もと検体測定 室は看護師以 外の医療従事 者も従事す ることになっ ていま

すけれども、そう いう看護師に 限らず、医療 従事者が利用 者の求めに 応じて穿刺を してし
まう。
○阿曽沼委員
○永田室長

看護師と明示してやることができるのですか。
医療機関外ですから、穿刺は一切できないです。

○阿曽沼委員

し かし原則では 、自発的に従 業員側は穿刺 はしないわ けですよね。 本人に

やらせるわけですね。
○永田室長
○原委員

そうですね。本人しかやらない。
今回の 提案が出てき ていた話がも ともと介助と いうことだ ったと思いま すけれ

ども、おっしゃら れているのは 、介助までい くと穿刺まで やられるの ではないかと 言うの
ですが、別にそう いうリスクが ありますと言 われるのです けれども、 別にそれは介 助をや
らなくたって穿刺 されるリスク は当然ありま すね。看護師 さんが横に いて、やって くださ
いと言われたらやってしまうのではないかということを言われているだ けですね。
○永田室長

一連 の行為でも、 その中で一部 でも事業者側 で看護師な りが行うこと になる

と、穿刺行為にまで及んでしまう。
○原委員

言われ ているのは、 だから採血に 関することは 全て自分で やってくださ いとい

うことを強調して おけば、その リスクが低ま るのではない でしょうか ということを 言われ
ているということ だと理解する のですけれど も、それは針 を刺す部分 については絶 対にだ
めですよというこ とを言えば、 それを徹底す れば同じでは ないですか というのが阿 曽沼先
生が言われていることで。
○阿曽沼委員

も う一つは、患 者さんの安全 を考えれば、 看護師さん がいるという ことが

むしろ良いのでは ないでうか。 また看護師さ んは身の安全 を守るため のちゃんとし た知識
を持っているわけ ですから、穿 刺などをサポ ートすること について何 ら問題はない のでは
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ないかと思います。
○八田座長

絶対 どんな人も穿 刺の介助をし てはいけませ んというこ とを書いた大 きなポ

スターを張らせる といいのでは ないですか。 看護師さんが 働いてもい いということ になっ
たら、結構看護師 さんを雇おう というところ も出てくるの ではないで すか。今は何 もでき
ないのだから看護師さんを雇ってもしようがないけれども。
○阿曽沼委員

ど うせ雇うので あるならば、 看護師さんは もともと人 々の介助がで きるわ

けですから、そうい う場所で働く 機会を提供 していくとい うのは非常に 重要だと考え ます。
○八田座長

看護 師の資格を持 った奥さんと か、そういう 人が結構雇 われていく可 能性が

ありますね。
○永田室長

基本 的に看護師の そういった診 療の補助では ないですけ れども、そう いった

穿刺行為というの は今の制度下 ですと医療機 関の中で医師 の指示のも とにやるとい う仕組
みでございますので。
○阿曽沼委員

私 が先ほどから 言っているの は、医療とい うのは患者 さんの自己責 任だと

なかなか明言でき ませんね。こ れは自己責任 ですというこ とを明確に 言っているよ うな行
為ですね。だけれ ども、極端過 ぎるのではな いかと思うの です。そう いう意味で申 し上げ
ています。
○永田室長

それ で去年から始 まった制度な ものですから 、まずこれ で普及定着さ せて、

少し制度の安定を 図って、衛生 管理をきちん と感染のリス クも抑えな がら軌道に乗 せてい
くというのが大切です。
○阿曽沼委員

で も、医療行為 に近いことを 最初から看護 師さんがで きるようにし て、安

全性を担保して介 助ができるよ うな形にして リスクを少な くするほう が、圧倒的に 安心し
て普及できると思 います。管理 者だけが医者 がいればいい とか、薬剤 師がいればい いとい
うことよりも、よ り私はセルフ メディケーシ ョンとしては いい形にス タートできる のでは
ないかと思います。
○八田座長

、と にかく今スタ ートしたばか りだという厚 労省さんの お考えもよく わかり

ます。しかしこれは全国区ですね。
○永田室長

そうです。

○八田座長

これ をもし全国区 ですぐまた次 にやってくだ さいという のは無理だと いうの

はよくわかります 。しかし、特 区では全国区 で次にやるべ きことの先 駆的な試みを 、並行
してやってみよう ではないかと いうことにす れば、大きな 改革をます ます進めてい くため
に役に立つのではないかと思うのです。
○永田室長

今回 の事業の御提 案につきまし て、例えばこ の部分を既 存の通知のま まで取

り扱いを変えない と、今回の特 区の事業はで きないかとい うと、そう ではなくて、 事業自
体は御提案の中身 で可能なわけ です。特に採 血のところが 患者自身で やるか、一部 を看護
師が介助するかと いう違いだけ であって、採 血にかかる時 間というのは 大して違いは ない。
介助されても、本 人が行っても 時間的にはそ う変わるもの ではないも のですから、 事業を
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展開することにつ いて既存の枠 組みの中でも 十分対応可能 な部分があ るのではない かと当
省では考えるのですけれども。
○八田座長

それ は全国展開の 観点から危険 なわけでしょ う。あくま で看護師さん にやっ

てもらいたくないわけだから、それはそれでいいと。
○永田室長
○阿曽沼委員
○永田室長
○阿曽沼委員

厚労省はここを守りたい。この感染の防止を守りたいという思いです ので。
だ けれども、感染 防止知識が あるのは圧倒 的に看護師さ んではないで すか。
当然看護師が管理しながらこうやってくださいということで。
人 間ドッグで自 分の血液をと るのをちゃん と見ていら られる人は少 なくあ

りません。血をと ることを嫌が る人も多いと 思います。そ こに看護師 さんがいて大 丈夫で
すよと言って手を 添えてあげて 介助してあげ るほうが圧倒 的に良いと 思いますし、 施設の
ステータスも上が るし、国民の 安心も増すの ではないか。 むしろ安全 ではないかと 思いま
す。
○八田座長

今そ この肝心のと ころは当人に というわけで すね。こん なにいいこと をして

いるのだから、ま すますそれを 発展させるた めに特区を活 用されると いうのはあり なので
はないかと思います。
それから、もとも と題目のとこ ろに歯科衛 生士の業務範 囲拡大という ものがありま すね。
これについては時間がなくなりましたが、御説明をよろしくお願いしま す。
○鳥山課長

医政局歯科保健課長の鳥山です。

今回の御提案は 歯科医療機関 から離れた場 所で歯科衛生 士が口腔内 の予防的非侵 襲的な
施術を実施することができないとの内容でございます。
お手元の資料の 一番最後のペ ージに歯科衛 生士法の抜粋 でございま すが、業務に 関する
第２条の条文を掲 載しておりま す。前回９月 のヒアリング で申し上げ た内容を整理 して御
説明をさせていただきたいと思います。
御提案の予防的 非侵襲的な施 術の具体的な 内容は明らか ではござい ませんけれど も、歯
科医師の指導や指 示のもとで歯 科衛生士法に 規定する業務 を行うので あれば、歯科 衛生士
が医療機関以外で 予防的な行為 を行うことを 直接的に禁止 するような 法令上の規定 は存在
しません。医療法 上、どういう 扱いになって いるかと申し 上げますと 、医療は病院 診療所
等の医療提供施設 あるいは医療 を受ける者の 居宅等におい て提供され なければなら ないと
規定されておりますので、医療機関以外での医療の提供も規定がされて おります。
例えば歯科にお きましては、 歯科衛生士が 歯科医師の指 示のもと、 通院困難な寝 たきり
の者に対して行為 を行うことが あり、この場 合は、今申し 上げた、医 療法上の、医 療を受
ける者の居宅等で医療を行う場合に該当いたします。
また、歯科衛 生士の業と しては、保 健指導の範 疇になります が、医療 機関の中では なく、
地域の公民館など で住民を対象 として虫歯や 歯周病予防の ためにブラ ッシング指導 を行う
場合がございます 。今回の御提 案が本来、医 療機関に通院 可能な方々 を対象として 歯科衛
生士が医療機関以 外で単なる保 健指導にとど まらず、診療 の補助とみ なされる予防 的な行
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為を実施するのであれば、これは公衆衛生的な見地から好ましくないと 考えており ます。
ただし、これは 実例としてあ るかどうかわ かりませんけ れども、今 回の御提案は 公的な
医療保険制度では なく、自由診 療という御提 案でございま す。そうし ますと、仮に 健康で
通院が可能だけれ ども、忙しい から最初は歯 科医師に診察 を受け、そ の後、歯科医 師の指
示のもと、予防的 な行為を自由 診療で歯科衛 生士にお願い してほしい ということが 単発的
に行われるのであ れば、理論上 はケースとし ては考え得る ものではな いかと思って おりま
す。
ただし、常態と して予防的な 行為を実施す る事業所は、 これは実態 的に医療機関 とみな
されますので、医 療法上の診療 所の許可が必 要であり、管 理者たる歯 科医師の指導 あるい
は指示のもと、業を行うことが適切であると考えております。
以上でございます。
○八田座長

これ について、こ ういうことは ありと考えて もよろしい ですか。まず は医者

が歯科衛生士を監 督するのは当 然であるとす る。そして、 初診をした 歯科医師が、 これか
らはうちの契約し ている歯科衛 生士さんのオ フィスに通っ て継続的に チェックして もらい
なさいよと指示す る。そして、 １年に１回と かそういうこ とでまたお 医者さんのと ころに
行く。しかし、歯 科衛生士のオ フィスは歯医 者の診療所か らちょっと 離れた場所に ある。
そういうようなこ とは今もあり なのですか。 それとも、そ ういうこと は単発でしか だめだ
ということですか。
○鳥山課長

そこ が今回の御提 案では、予防 的侵襲的な施 術の内容と いうものが具 体的に

明示をされており ません。です から仮にこれ が歯周病の治 療や再発予 防を目的とし た歯石
を取るということ であれば、こ れは現行にお いても診療の 補助の扱い となりますの で、医
療法上の医療機関で行っていただくということが前提になります。
○八田座長

そう すると医療法 人としてオフ ィスを別に持 てば、それ は大丈夫だと いうこ

とですか。
○鳥山課長

です から、そのオ フィスはあく までも医療法 上、診療所 としての開設 許可を

していただくことが必要になります。
○八田座長

わか ります。しか し、それは場 所的にすぐそ ばでなくて も、同じビル でなく

てもよいわけですか。
○鳥山課長

そうです。物理的な距離は問うておりません。

○八田座長

そし て、そこには 衛生士さんが 常駐してもい いけれども 、あくまでも 診療所

である。
○鳥山課長

そう です。診療所 の場合、管理 者の設置が必 須でござい ますから、歯 科医師

たる管理者が当然必要になります。
○八田座長

なる ほど。という ことは、今ま でのところを まとめると 、医療法人と いう形

をとって診療所にすれば、別な場所でもできますよということですね。
○鳥山課長

そこ は必ずしも医 療法人でなく ても、いわゆ る個人であ っても２カ所 開設は
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可能でございます 。ただ、管理 者については それぞれの医 療機関ごと に管理者の設 置は必
要でございます。
○八田座長

同じ人が管理者でもいいわけですね。

○鳥山課長

管理者はそれぞれの医療機関ごとに必要でございます。

○八田座長

医療 機関ごとに管 理者を設置し なければなら ないという ことですね。 わかり

ました。
○原委員

検体測 定室のほうに 戻らせていた だいて、もう 一つ、病院 の紹介という お話が

ありましたのです けれども、こ れは先ほどの ４ページのと ころでお話 いただいたの で確認
をさせていただき たいのは、特 定の医療機関 のみに紹介を しないよう にしないとい けませ
んということ、そ れから、かか りつけ医に相 談をするか、 あるいは健 康診断を受け てくだ
さいという、それ以外のことをやってはいけませんという理解ですか。
○永田室長

特定 の医療機関の みに受検者を 紹介しないよ うに留意す るという趣旨 でござ

います。
○原委員

これは何ででしょうか。

○永田室長

これ は要するに利 用者がみずか らかかりつけ を持ってい る場合もござ います

し、検体測定室が 連携している 医療機関とい う場合もあり ますでしょ うし、患者さ んの選
択を自分で決定で きるように、 ここだけに行 ってください ということ は避けていた だきた
い。
○原委員

では、 ここだけ行っ てくださいと いうことでは ないですけ れども、例え ばこう

いうものがありますよだったら構わないということですか。
○永田室長
○原委員

御紹介は構いません。
医療機 関の紹介をす ること自体は 、別に特定の ところを挙 げて例示とし てやっ

ても全然構わない。OKでしたということですね。
○永田室長
○阿曽沼委員

はい。
例 えば抗がん剤 治療などを受 けている患者 さんの口腔 ケアは物すご く重要

ですね。一々病院 に行くのは大 変だといった 場合には、最 初の口腔ケ アそのものは 歯科医
師さんがやれば、あとはどこでやっても構わないということですか。
○鳥山課長

そう です。ですか ら、それは主 治医の医師と 歯科医師が 連携をしつつ 、歯科

医師が口腔ケアを 行う、あるい は歯科医師の 指示のもと、 歯科衛生士 が口腔ケアを 行うと
いうことで、必ずしも従属関係そのものは問うてはいないということで ございます 。
○阿曽沼委員

それは家でもどこの場所でもいいということなのですね。

○鳥山課長

そういうことも可能になると思います。

○八田座長

そう すると、事務 局に伺います けれども、こ れはもとも との歯科衛生 士に関

する特区の申請者 は今のお答え で大体いいの でしょうかね 。前回お話 したお医者さ んは、
歯科衛生士に働い てもらう診療 所をビル内の 別の階に持つ ために法人 にしたと言っ ていま
した。そして 、ビル内な らば、法 人にしなくて もいいという 説もあるん ですよと言っ たら、
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私も聞いているけ れども、そこ ら辺は役所に 行ってもよく わからない 。だから結局 、法人
にしたほうがすっきりするから法人にしたんだと言っていました。
○阿曽沼委員

あ と、先ほどの 穿刺における 看護師さんの 介助の件で すが、特区の 中でよ

り安全で安心を高 める形で看護 師さんが介助 ができるとい うことを示 していくこと はやは
り重要だと思います。ぜひ実現できる方向で考えて欲しいと思います。
○八田座長

それ 何か追加的な 基準をつくっ てもいい。飛 び散らないよ うにというこ とで、

何か条件をつけて もいいと思い ます。そうす ると、次の全 国展開への 参考資料にな ると思
います。
○阿曽沼委員

い いと思います 。例えば医薬 品を薬剤師が いなくたっ て販売登録員 が２種

ぐらいまで売れる ようになった というような いろいろな例 があるわけ ですから、そ ういう
意味で看護師さん はここまでな ら介助ができ るという例を 示して、特 区でやってみ るとい
うことができれば いいのではな いかと思いま す。ある一定 の基準は当然 必要だと思い ます。
○永田室長

穿刺行為と吸い込みの部分、あるいはもみ出しも結局。

○八田座長

それは大きく書く。

○阿曽沼委員
○永田室長

ここをやってしまうと。

○阿曽沼委員
○永田室長

でも、手当というので看護師さんが手を添えてサポートするとか。
究極のところにいってしまいますから。

○阿曽沼委員
○原委員

もみ出しもいいのではないかと思うのです。

だけれども、特区でやってみるのはどうですか。

器具の 種類でこれだ ったらいいで すよという定 め方はでき ないのですか 。これ

は多分相当な器具 だからこそ、 自分でもやっ てもいいです ということ になっている と思う
のですが。
○永田室長

これとほぼ同じような器具ではありますけれども。

○八田座長

では、これはまたぜ ひもう一歩 進めるべく御 検討をお願い したいと思い ます。

どうもきょうはお忙しいところどうもありがとうございました。
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