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開会

２

議事

自己採血によるセルフメディケーションの推進
医療用ロボット市場の拡大・普及
第Ⅰ相臨床試験専用病床に関する施設基準の緩和
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閉会

○鈴木参事官補佐

それでは、国家戦略特区ワーキンググループを開催いたします。

この会議では、 神奈川県さん からの提案で 、自己採血に よるセルフ メディケーシ ョンの
推進、医療用ロボ ット市場の拡 大・普及及び 第Ⅰ相臨床試 験専用病床 に関する施設 基準の
緩和について御議論いただきます。
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八田座長、よろしくお願いします。
○八田座長

お忙しいところをお越しくださいまして、ありがとうございます。

神奈川県さん、 横浜市さんの 御要望につい て私どもは伺 いましたの で、早速お役 所から
御説明をお願いしたいと思います。
○北波課長

医政局の地域医療計画課でございます。

最初に、いわゆ る検体測定室 の検査項目に ついて、当省 の考え方を 御説明させて いただ
きます。
実際、これにつ きましては、 今回、神奈川 県様の御提案 は、検体測 定室のガイド ライン
に書いてあります測定項目について拡大ができないかということでござ います。
追加提案検討用 調書をごらん いただければ と思いますが 、基本的に はこれは特定 健診の
検査項目に準拠しているものでございます。
２番目の○のと ころに書いて ありますよう に、特定健診 とか健康診 断につきまし ては、
基本的には医師の 管理のもとで 検体の採取や 検査が行われ る。そして 、医学的判断 のもと
保健指導につなげ ていくもので ございますか ら、本来であ れば医療機 関が行うもの であり
ます。
だから、「この ように」とい うことでござ いますが、基 本的に、検 査結果ではな く医師
の臨床所見とあわ せて評価とい うことであり ますので、今 回の検体測 定室のガイド ライン
におきましても、検査結果について医師の受診勧奨も入っているところ でございま す。
次を見ていただ きまして、要 するに、非常 に恐れますの は、簡易な 検査の結果の みをも
って健康であると 利用者が誤解 をされて、健 康診断を受け ない者が出 現したり、医 療機関
への受診がおくれるというおそれがあることです。
私たちも、検体 測定室のガイ ドラインをつ くるに当たり まして、臨 床検査の関係 の学会
であるとか、医師会 を初めとする 医療関係団 体との調整を 踏まえて、① ～③というこ とで、
要するに、検体測 定室でやった としても、重 大な疾患とい う話ではな くて基礎的な 検査で
あって受診勧奨に つながれば有 用ではないか というもので 、そのよう なものを勘案 しまし
て、特定健診の項目の範囲内で測定することにしております。
したがいまして 、ここで神奈 川県さんから の提案であり ます、ピロ リ菌とか、胃 がんの
判定であるとか、 このようなも のにつきまし ては、私たち がガイドラ インの中でき ちんと
決める、このよう なものをやる ことについて 責任が持てる ものではご ざいませんの で、こ
のような趣旨に該 当しない検査 を行うことは 、当省として は適当ではな いと考えてい ると、
まずは見解を申し上げたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
○土生課長

続きまして、総務課長の土生でございます。

私から２点御説明をさせていただきます。
まずは、医療用ロボット市場の拡大、理学療法士活躍の場の拡大でご ざいます。
⑤のところで私 どもの方針と いうことで回 答をお示しい たしており ますけれども 、医行
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為ということで、 ロボットには 限らないわけ でございます けれども、 リハビリテー ション
を医療として行う ということで ございますと 、前回別の件 でも議論さ せていただき ました
けれども、これは 公衆または特 定多数人のた めに医療を行 うというと ころに、どう しても
概念的に該当すると考えております。
そうなりますと 、医療法の規 制といたしま しては、医療 機関が行う 、場所につい ても診
療所で行うという ことでござい ますので、ま たよくお話は 伺いたいとは 思いますけれ ども、
医療機関外のここ に書いてござ いますスポー ツクラブ等々 で行うとこ ろは、私ども として
は認めがたいと考えておりますが、またいろいろと御意見を賜りたいと 思っており ます。
もう一点の第Ⅰ 相臨床試験専 用病床につき ましては、こ れまでのや りとりの中で 、３ペ
ージ目になります けれども、基 本的に病室面 積と廊下幅を 、経過措置 で認められて いる範
囲内ということ、 なおかつ、も っぱら健康な 方を対象とし 、滞在日数 も比較的短期 間であ
るということで、 確認をさせて いただきまし たので、この 目的以外に は使用しない ことを
前提に必要な省令 改正を行いた いと考えてお りますので、 これについ てはおおむね 両者の
意識は整っているのではないかと思っております。
とりあえずは以上でございます。
○八田座長

どうもありがとうございました。

今の第３のことについては、神奈川県さんもこれでよろしいというこ とですね。
○山口部長

はい。

○八田座長

では、これは解決することと思います。

第１と第２につ いてですが、 順番からして 、最初にこの HALのほうか らいきましょ うか。
これについて、委員の方から御意見、御質問はございませんでしょうか 。
現実問題として 、今の段階で は福祉機器と して使われて いて、スポ ーツクラブな どでも
使われているわけ ですね。これ を今度は性能 をアップして 医療機器に なると途端に それが
使えなくなるとい うのは、何と ももったいな い話だと思う し、伺った ところによる と、こ
れはかなり場所が 要るので、医 療機関でやる のはなかなか 難しくてせ っかくのもの が使わ
なくなるかもしれない。
これは医療機器 になる以上、 医師の指示の もとで理学療 法士がちゃ んと適切に指 導して
やることを提案さ れていると伺 っていますけ れども、神奈 川県さんで は、それでよ ろしい
でしょうか。
○山口部長

そのような形です。

我々も、広く一 般的に、全部 、どこでもで きるという形 ではなくて 、それぞれ一 定の要
件を満たした所で 、個別に、と いう形でお認 めいただきた いと思って いますので、 そこは
一定の要件、安全 面、衛生面と いったものは ちゃんとクリ アした形で の施設を有し たとこ
ろに限定してやっていくところから、まずは始めたいと。
○八田座長

今、福祉機器としては、必ずしもそうではないわけですね。

○山口部長

今は、そのような要件はございません。
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○八田座長

それにもっと厳しい条件をつける。

○山口部長

今、 既に湘南ロボ ケアセンター という所で実 施しており ますが、ここ は今で

いう医療施設ではございませんので、ここでの展開ができなくなってし まう。
実際にここは既 に近隣の医療 機関といろい ろな形で連携 しておりま して、いざと いうと
きにはすぐに対応 できるような 、安全面での 対応策ですと か、衛生面 の対応ですと か、そ
うした部分を十分 に考慮した形 で、今、運営 しております ので、そこ はやはり個別 でぜひ
御判断いただければと思っております。
○八田座長

ということで、かなり制約をつけた形でどうでしょうかという話です 。

○土生課長

ちょ っと私は医療 部局なので自 信がないので すけれども 、福祉機器の まま今

後お使いいただく ということで 、何か特段に 困るとか、御 不自由があ れば、まずお 伺いし
たいと思います。
○山口部長

第一 は、医療機器 ということで 、保険の適用 で利用者の 負担軽減も図 れます

し、実際に医療機器 としての性能 をしっかり と世の中に対 して出してい くということ では、
今、想定している のは脊髄損傷 等の方が実際 に歩ける形に なっている といったもの は、ド
イツの事例などで も既に出てお りますので、 そういったこ とを日本の 国民も同じよ うな便
益を得ることは必要なのかなと思っています。
○土生課長

もう 一つお伺いし たいのですけ れども、場所 の問題は私 どもも先ほど 申し上

げたようなことでございますけれども、もう一つ、実施主体がどうなの か。
医療ですから、 医療機関が実 施をするとい うことでござ いまして、 例えば、仮に 場所の
問題をクリアした として、この 理学療法士さ んは医療機関 に雇用され ているという 理解で
よろしいのでしょうか。
○山口部長

その辺の条件は少し詰めたいと思っています。

いずれにしても 、医師の指示 書のもとで的 確な指導を行 うというこ とで、医師の 指示と
いったことが大前 提になると思 っております ので、それを しっかりと 担保できる形 を実現
していきたいと思っております。
○土生課長

私が 申し上げたい のは、場所の 規制と資格法 の規制と保 険請求の問題 と３つ

の論点があると思 っておりまし て、今、御説 明がありまし たように、 患者負担の軽 減とい
う観点から保険請 求ということ になりますと 、当然保健医 療機関にな れるという意 味でも
診療上あるいは病 院ということ が前提になる わけですから 、仮に場所 の問題が解決 したと
しても、医療機関 が実施をする というところ は別のマター として前提 としてお考え いただ
くということだと 思いますし、 場所の問題も 、前回、歯科 の予防につ いて議論させ ていた
だきまして、今の 法律の範囲内 でぎりぎりど こまでは可能 かというこ とで、診療所 の本体
と一体性がある範囲ということでございます。
これにつきまし ては、リハビ リということ にある意味特 化されてい るという御事 情は、
私個人としては、 そこはわかる ような気がい たしますけれ ども、現状 としましては 、なか
なかスポーツ施設 なり地域のそ ういった診療 所とは別の施 設、基本的 には別の用途 で使わ
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れているものが診 療所と一体と いうことは、 今の法律、役 所の解釈で そのようなこ とを申
し上げることは非 常に越権行為 だと認識して おりますので 、少なくと も現状におい ては、
そのようなことを御理解いただきたいということでございます。
○八田座長

どうぞ。

○本間委員

お話 としては、一 般の規制緩和 の要求のよう に受けとめ られているの かなと

いう気がしているのです。
そうではなくて 、特区として 認めることが 可能だとすれ ば、これに 加えてどのよ うな条
件が必要なのだという議論をしたほうが建設的なような気がするのです 。
今の法律の中で だめだという のは、いろい ろな意味でそ れはそのと おりなのです 。それ
は全面的に法律を改正しなくてはいけない。
○山口部長

それはそうです。

○本間委員

それ に対して、こ れだけ展開し ていてなおか つニーズも あるという中 で、で

は、特区として認 めるのだった らさらにどの ような条件が 必要なのか 、そのあたり の議論
はできないのでしょうか。
○土生課長

前提 としまして、 今のままのこ とを実現する とすれば法 律改正が必要 だと私

は認識しておりま すので、その ことの判断は 、非常に政治 的な問題も 含めてあった 上で、
もし政府全体とし て実現すると いうことにな れば、どのよ うな条件か という話の順 序にな
るのだろうという ことで、現時 点では私から これを実現す る方向で何 とかというお 話はで
きる状況にはございません。
今ある法律の中 でいろいろと 検討はしまし たけれども、 このままの 御提案では、 なかな
か診療所において 医療を医療機 関が実施する という構成を とることは 、歯科の予防 の場合
と異なりまして難 しいというの が、少なくと も現時点での 結論でござ いますので、 もちろ
ん先生方からはい ろいろと御批 判はあろうか と思いますけ れども、現 状ではそのよ うなこ
とでございます。
○八田座長

今、 本間先生が言 われたのは、 現状の法律で だめだとい うのはよくわ かりま

した、運用でいろ いろやっても だめなのはわ かりますから 、適切な条 件をつけたな らば、
特区では適用除外ができるのではないかという御質問だと思います。
どうぞ。
○阿曽沼委員
○山口部長
○阿曽沼委員

HALは現在薬機法（旧薬事法）の申請中ですね。
申請しています。
ド イツでは、先 ず最初に労災 保険で使える ようになり 、現在は、医 療保険

でも使えるようになったと理解しています。
現在、日本では 福祉機器でや っていますが 、福祉機器だ ろうと薬機 法承認の医療 機器だ
ろうと機能は全く 一緒です。福 祉機器をその まま医療機器 として認可 するわけです よね。
今まで使えていたものが使えないという不都合があります。これが一点 です。
もう一つは、ス ポーツクラブ であっても、 患者さんの指 導をする人 たちは資格を 持って
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いる訳です。OTとかPTの資格を持ったリハビリ専門職の人たちです。
この人たちが、 診療所と連携 して、指導書 、リハビリ計 画書などを ちゃんと出し てもら
って、お互いの情 報共有ができ るようにして いくわけです 。医療法で いえば、例え ば共同
診療的なことをや るわけです。 包括的な支持 を受けるのは 医療機関で はありません が、こ
れを是非実施したいという提案です。
○山口部長
○阿曽沼委員

このような理解でよろしいですね。

我々はそうです。
福 祉機器として 使って問題の なかったもの を医療機器 と承認されて も使い

たいということで す。現状は難 しいというの はよく理解を しています が、実現する 方法を
考えてもらいたいのです。
○八田座長

とに かく、日本で 発明されたも のですし、で きるだけこ れを使えるよ うにし

たい。確かに危険 性はないよう に医療ともコ ンシスタント にやりたい わけなので、 一つの
方策としては、介 護と医療の両 方ともに使え る機器という 、新しいカ テゴリーをつ くるの
も特区では可能な のかもしれな いですけれど も、先ほどお っしゃった ことはそのよ うな面
があると思うので す。そのよう なものも一つ だと思うので す。同じ機 器が、医療機 器でも
あり、介護機器で ある。そうす ると、その場 合には保険が 使えません ね。でも、そ れはそ
れなりに活用できる。
もう一つのこと は、この施設 に医療管理者 をちゃんとつ けて、誰で もいいわけで はなく
て、特定のお医者 さんが医療管 理者になって 、ここのスポ ーツ施設の この部分は、 医療施
設としても認められるという仕組みをつくることもありではないかと思 いますが。
○土生課長

今、 先生がおっし ゃるとおり、 診療所として の規制に適 合する、要は 、医師

がいて、その場で 管理者として 責任を持てる ということで あれば、そ れは先ほど申 し上げ
たこととは全く違 う話で、現行 法の中で、で は、衛生管理 としてどの ようなことが 必要な
のかということで ございますの で、その道と 先ほど私が大 変難しいと 申し上げたの は、現
象としては似たよ うなことなの かもしれませ んが、法的な 観点でいえ ば相当違うこ とは御
理解いただけるとありがたいと思います。
○八田座長

この スポーツクラ ブが、ある意 味で、非衛生 な汗だくの いろいろなと ころと

はちょっと区分し て、ここのと ころは一種の 監督のもとで 使われてい る医療施設な のだと
区分するということができるのかどうか。
○阿曽沼委員

そ れは実は今で もできて、ス ポーツクラブ がクリニッ クを呼んでき て、施

設内にクリニック を開設する、 そうすれば今 でもできるし 、現在でも スポーツクラ ブの中
でやっているところもありますね。
ただ、そうなっ てくると、ク リニックとし ての施設要件 だとかとい ってもいろい ろあり
ますので、相当そ れはハードル が高いと思い ますので、そ の中間的な 何かいいやり 方、知
恵が出ないかなというところだとは思います。
○八田座長

クリ ニックとして の施設要件を 、この目的に 関して特区 では下げるこ とはあ

ってもいいのではないですか。
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○土生課長

患者層が限定できるかどうかですね。

○北波課長

患者 となったとき には、どんな 人でもやはり 医療機関には 来るわけです から、

そのような前提の 中で衛生基準 とかを決めて いるわけです ので、緩和 をすることに よって
どんな方が来たと きにどうなる のかと、それ は非常に慎重 に考えない といけないの かなと
いうところはあると思います。
○阿曽沼委員、病 院で、脳卒中 や脊髄損傷で 患者さんが治 療に来る。 当然、急性期 のリハ
ビリは病院で実施 するわけです が、その後慢 性期リハビリ の状況とな った場合など では、
転院や通院、在宅などを強いられるわけです。患者さんはやはり大変な わけです。
そのような状況 の中で、主治 医と連携がと れて、情報が 共有できて いる仕組みを どうや
ってつくるかが重 要だと思いま すし、回復す るためには、 時間のかか ることだと思 うので
ニーズは高いと思います。
何かいい方法があるのではないかと思います。
○本間委員

でも 、それは医師 の診断書のよ うなものを持 っている人 に限るという 形の使

い方はあるのでは ないのですか 。つまり、何 も制限がなか ったら、確 かにどんな症 状の人
が来るかわからない。
しかし、そこを使っていいよという医師の判断があればいいというこ とでは。
○土生課長

ここ にお医者さん がいらっしゃ るかどうかは 、まず、我 々から見ると 非常に

クリティカルなこ とでございま して、いらっ しゃれば、そ れはもちろ ん患者像がど うかと
か、何が衛生的に 必要なのかと いうところは 、ちょっとき ょうはこの 場でお約束ま ではで
きませんが、議論 をしていけば 、先ほどの臨 床試験の場合 と同じよう に、入り口は 見出せ
る可能性は私はあ ると思ってお りますけれど も、これが基 本的に診療 所ではないと いうこ
とで、これはスポ ーツ施設だと 言われると、 先ほど申し上 げたような 法律の壁があ るとい
うことでございま すので、もし 前者というこ とであれば、 私どもはど のような知恵 が出せ
るのかというとこ ろは、きょう はちょっとお 約束まではで きませんが 、引き続き努 力させ
ていただきたいと思います。
○阿曽沼委員

意 外と応需義務 があったりと か、いろいろ なデューテ ィーがあるの でね、

そこをどうやって緩和できるかということが課題です。
○八田座長

それ はお医者さん がいつもいな ければいけな いのですか 。要するに、 お医者

さんが指示書を与 え、歯科衛生 士のように、 ある資格を持 った福祉の 人がその指示 書に基
づいてやる。お医 者さんはそこ に責任を持つ から一定の頻 度では来る ということで はどう
なのでしょうか。
○土生課長

ちょ っとその点を 、今、具体的 にお答えする ことは難し いし、おっし ゃって

いる意味は理解い たしますけれ ども、基本的 には管理者と して責任を どのような形 でとる
のかという中で、 関係者との調 整も含めて、 どのような工 夫ができる のかどうかと いうこ
とで、きょうはお許しをいただきたいと思います。
○八田座長

どうぞ。
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○山口部長

ぜひ 検討をお願い したいという ことと、我々 の理解とい たしましては 、現状

で理学療法士等が 医療用ロボッ トを活用して 治療できる施 設は、当然 、医師の指示 のもと
ということになり ますけれども 、病院以外で も、老人ホー ムとか、介 護施設も対象 に、そ
このところをもう 一歩踏み出し ていただくと いうことで、 どういった 条件が整えば それが
できるのかという ことだと思い ますので、医 療施設、クリ ニックに限 定されてしま います
と、それは施設要件とか、いろいろあると思うのですけれどもね。
○八田座長

ただし、保険の場合にはそれがあるでしょうという話ですね。

どうぞ。
○土生課長

介護 施設等々の場 合は、これは 在宅というこ とで、多数 人の場合はあ るかも

しれませんけれど も、特定の方で 、逆に言うと そこに医療が 往診をする ような形です ので、
自宅に衛生基準を 求めないこと と同じ扱いに なっていると いうことで ございますの で、特
定の施設に患者さ んが集まると いうところと は違うことは 御理解をい ただきたいと 思いま
す。
○阿曽沼委員

で すから、不特 定多数と特定 するという言 葉の定義は 非常に重要な ポイン

トだと思います。 この場合は、 医師の指示書 によって特定 した人とい うことであれ ば、や
り方があると思います。そこはぜひ知恵を出していただきたいと思いま す。
○八田座長

スポ ーツクラブも 、特定のメン バーだけとい うものはあ りますね。不 特定多

数では誰も入れないですよ。
○土生課長

ただ 、在宅と同視 できるかとい うことは、居 住をしてい るかというこ とで、

老人ホームはまさ についの住み かとしてそこ に住んでおら れるわけで ございますの で、医
療機関から在宅か 、もちろんそ れがどうなの かという大き な議論があ ることは承知 してお
りますけれども、 今の法律の枠 組みの中では いずれかで整 理をしなけ ればいけない という
ことで、中間的なものはないという現状でございます。
○山口部長

ぜひ一度現場を見ていただきたいと思います。

○土生課長

それはお約束します。それは見せていただきます。

○八田座長

とい うことで、こ れはいろいろ な方向からの アプローチ があると思い ますけ

れども、実際にこ れが使われて いる、それか ら、安全性の 面、衛生面 でもきちんと しなけ
ればいけないこと はよくわかっ ている、その ような条件の もとで、せ っかく日本で 生まれ
たものをできるだ け広く活用で きるようにし ていきたいと 思いますの で、ぜひ御検 討をお
願いしたいと思います。
○土生課長

まだ 承認までには 時間もあると 思いますので 、少し時間 をかけて検討 させて

いただければと思います。
○八田座長

次に、血液のことですね。

これについては、神奈川県さん。
○山口部長

８項 目ということ で、特定健診 の基準の中で ということ ですけれども 、我々

としては、もう一 方で、実際に グレーゾーン 解消制度を活 用して、民 間事業者が血 液検査
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をやっている中で は、既にそこ でも10項目が チェック可能 だといった 現状がある中 で、こ
の自己採血による 検査も、８項 目以外のとこ ろをふやすと いうところ についても、 ネガテ
ィブな、これによ って健康診断 を受けない人 がふえるので はないかと いう御指摘が ござい
ましたが、我々と しては、逆に 、自己採血は 当然有償でご ざいますの で、お金を払 っても
自分の健康を１年 に１回ではな く常時診断し て見ていきた い、知って いきたいとい った方
については、全くの ノーリスクと いったケー スがあるのか どうかはわか りませんけれ ども、
一定の状況が見え たときに、逆 により専門的 な診断を受け ようといっ たところは必 ず生ま
れてくるのかなと 思っています ので、自己検 診で特定健診 が受診され にくくなると いうと
ころは、余り我々としては想定をしていないところでございます。
○八田座長

いかがでしょうか。

○北波課長

冒頭 で申し上げま したように、 国がガイドラ インをつく ったというと ころが

あります。全国的 な臨床検査の 団体であると か、医療関係 者との間で 特定健診の範 囲で熟
議を重ねて、それがガイドラインということでございます。
検体測定室の話 は何回か御説 明しています ので御案内だ とは思いま すが、これに ついて
は、法的に何かを 規制している わけではない というところ はございま すので、８項 目以外
のことをやったとしても、これは違法ではないわけです。
だから、私たち は、神奈川県 さんがどのよ うに考えられ るかという ところはあろ うかと
思いますが、国が 定めたガイド ラインは、全 国的に見て、 ここまでが 安全ではない か、こ
こであれば登録で はなくてもで きるのではな いかというこ とで決めさ せていただい ていま
すから、例えば、 県の中の団体 とどのように 考えておられ るのかとか 、よく調整さ れるの
かもしれませんけ れども、そう されたとして も、私たちは 、何か規制 をして、やる なとい
う話にはならない ということで はありますの で、先ほど言 いましたラ イフコンパス は、こ
れは検体測定室で はなくて登録 された検査場 の話でござい ますので、 ちょっと別か なと思
っております。
○八田座長

今のお答えに対して、どうですか。

○山口部長

法律 ではないから できるという ことなのです けれども、 実際はそのガ イドラ

インといったもの は、非常に民 間事業者から 見れば大きな 制約になり ます。それに 反する
ことでの負の影響 は、当然事業 者としてはな かなか踏み出 せないとこ ろもあります ので、
法律違反ではないからできますということを我々は言われてもですね。
○八田座長

県のガイドラインをつくったらいいではないですか。

○山口部長

県でつくってよろしいのですか。

○北波課長

それ は、例えば、 県の医師会で あるとか、県 の臨床検査 技師会である とか、

そのようなところ がきちんとし た体制をとら れるというこ とであれば 、私たちとし ては、
全国規模であれば やはり特定健 診という範囲 でございます から、そこ はやはり県の 御判断
は当然あろうかと 思いますので 、私たちもそ のようなこと であれば、 実際にそのよ うな何
かアドバイスができることがあればというところはあろうかと思います 。
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○山口部長

それ を言ってしま うと、我々は 特区でやる必 要がなくな ってしまうわ けでご

ざいまして、やはり国の制度に風穴をあけると。
○北波課長

国は規制をしているわけではないのです。

○山口部長

でも、ガイドライン という形で 実質的な規制 をされている のではないで すか。

○北波課長

実質 的にとるかど うかは県が調 整されればい い話だと思 いますし、そ こはよ

くよく検討していただければと思っております。
○原委員

今回の 話で、この特 区の枠組みで 議論をしたら 、この国の ガイドライン とは別

に権利を独自につくっても結構ですということなわけです。
○北波課長

例え ば、グレーゾ ーンの制度で これは違法に 当たるのか と聞かれたら 、きち

んと回答はさせて いただきます し、そこはそ のような感じ でいいと思 いますけれど も、結
局、私たちがこれ で法的に規制 しているわけ でもないし、 ガイドライ ンをもって、 やって
は違法になるという話にはなっていないところです。
○原委員

検査項 目を拡大する ことについて は、県の独自 の御事情で される分には 別に構

わないということですか。
○北波課長

重要 なことは、要 するに、医療 界、医療関係 者とか、検 査関係者がこ のよう

な形について安全 に取り運びで きるのだとい うところをき ちんと調整 をして、私た ちはガ
イドラインを決め ているという ところでござ いますから、 恐らく県で もし独自にそ のよう
な話になれば、そ のようなプロ セスを経て、 県の中ではそ のような形 でということ はある
とは思います。
○八田座長

県の 責任でお考え になったらい いということ で、これは 非常にポジテ ィブな

お答えだと思いますけれども、国としては別に文句は言いませんと。
○原委員

国がそ のガイドライ ンを定めてい る理由につい てもお話が あったので、 それは

県としての御判断 で、そこはこ れをやったか らといって別 に健診に行 かないわけで もない
でしょうというこ とを県の内部 で考える分に は、そう思わ れますとい うことであれ ばいい
ということですね。
○北波課長

それ は県民の犠牲 とかはあると は思いますけ れども、そ のようなお話 ではな

いかと。
全国規模で考え るとしたら、 私たちは全国 規模の団体と きちんと話 をして、やは りここ
のところは国とし てもガイドラ インという形 で一定の責任 というか、 そのようなも のを考
えてうまく適切な 運営をしてい ただくという ことでお示し をしている わけですから 、それ
以外のことを、例 えば、県の独 自の御事情で というところ であれば、 特に法的な規 制では
ないということは、まず、前提としてあります。
○八田座長

結局 、これは県が 定めたガイド ラインを特区 の区域会議 で認定すると いうこ

とはできるのですか。
○原委員
○八田座長

よろしいのではないでしょうかね。
そのようなことにしたならば、お墨つきがつくのではないですか。
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○天城副主幹

ガ イドラインの 中では、検体 測定室の設置 に当たって 厚生労働省に 届け出

をするとなってい るかと思うの ですけれども 、そこに検査 項目という 欄があります が、そ
ちらは特に何が書いてあっても問題ないということでしょうか。
○北波課長

そも そも論として 、そのような 仕組みを運営 されるので あれば、県が 届けを

受けられてやって おられてもそ れは別に構わ ないわけです 。いろいろ な仕組みが考 えられ
ると思います。
○原委員

今、届け出はガイドラインでは国ですか。

○北波課長
○原委員

国に行っているのです。
それさえも自由だということですか。

○北波課長

とい うよりは、国 に届け出てい ただくのであ れば、それ はガイドライ ンをも

とに判断させてい ただくという ことでありま すので、県が 独自に何か をされるとい うので
あれば、県が独自 にそのような ものを県の責 任でやられる のは、私た ちは何か法律 的にだ
めだと禁止している規定がないのです。そのようなことを申し上げてい るわけです 。
○原委員

だから 、これは県で そのような独 自ルールをつ くってやっ ても構いませ んし、

あるいは、どこか 民間の団体で そのような独 自ルールをつ くってやっ ても構いませ んとい
う形ですね。
○北波課長

法規 制をしていま せんので、要 するに、私た ちは自己採 血によってこ のよう

なことを適正に育 成をしていく 、医療関係者 の理解も得な がら適正に 行っていくた めには
どうしたらいいか という観点か らガイドライ ンをつくらせ ていただい ているので、 それ以
外のことをやったから何か規制をかけるという話ではないのです。
適正にやりまし ょう、医療関 係者の理解も 得つつ、検体 測定をやっ ている事業者 もきち
んと業を発展させ るという意味 で適切なもの は何かという ことでガイ ドラインをつ くった
わけですから、それ以外のところはそれは県の御判断という。
○原委員

神奈川 県検体測定室 でやって、そ れを特区の区 域会議でそ の制度を承認 します

ということであれば、別に構わないのですか。
○北波課長
○阿曽沼委員

その話になってくると、うちが登録を受けるわけではないのです。
き っと限定列挙 なのか何なの か、ガイドラ インとして の例示なのか という

のは非常に判断が 難しくて、民 間事業者も医 療の現場もど こまでが規 制でどこまで が良い
のかということがわからないという象徴的なお話だと思います。
○八田座長

でも、今、明快に話していただきました。

○北波課長

以前 から事実上の 検体測定をや っている、薬 剤師会とか 、薬局である とか、

チェーンドラッグ ストアもしく は医師会も含 めて、これは 法的規制で はないという ことに
ついては、皆さん 、承知をされ ておりますの で、そこら辺 はそんなに 疑義がある話 ではな
いと考えています。
○八田座長

神奈 川県さん、そ のようなこと で非常に明快 なお答えが あったと思う ので、

もしまた御質問と かがおありで したらまた後 ほど検討して いただきた いと思います けれど
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も、このような線で進めていただければと思います。
そうすると 、３つあっ たうち、HALのところ をいろいろと 具体的な形 で検討いただ くとい
うことで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
○土生課長

その 辺は、まず、 見させていた だきまして、 現状に即し てどのような ことが

必要かという個別の話としてよく検討させていただきたいと思います。
○八田座長

ほかにございませんか。

では、きょうはお忙しいところをどうもありがとうございました。
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