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法 律 成⽴年 法の⽬的（第⼀条） 資格の定義 業務の定義と名称の使⽤ 医師の指⽰（連携） 教育期間（受験資格）

1947 なし

§5 あん摩師及び柔道整復師は、 医師の同意を得た場合の
外、 脱⾅⼜は⾻折の患部に施術をしてはならない。 但
し、 柔道整復師 が、 応急の⼿当をする場合は、 この限り
でない。

中卒＋あん摩、 ⼆年以上、 はりき
ゆう及び柔道整復 中卒＋四年以上

1951
1953
1955
1958
1961
1964

なし
§5.あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の
外、脱⾅⼜は⾻折の患部に施術をしてはならない。

⾼卒3年

1947

同左
§6.栄養⼠でなければ、栄養⼠⼜はこれに類
似する名称を⽤いて§1.1に規定する業務を
⾏つてはならない。
名称独占

ー ・⾼卒1年

1950
1962
1985
2000

同左＋同上＋
§6.② 管理栄養⼠でなければ、管理栄養⼠
⼜はこれに類似する名称を⽤いて§1.2.に規
定する業務を⾏つてはならない。
名称独占
§9.2.3 給⾷施設の管理栄養⼠必置義務
(1985 改正）

§5.5.管理栄養⼠は、傷病者に対する療養のため必要な栄
養の指導を⾏うに当たつては、主治の医師の指導を受けな
ければならない(2000 改正）。

栄養⼠：2年以上
管理栄養⼠：
①栄養⼠2年制卒＋3年実務
②栄養⼠3年制卒＋2年実務
③栄養⼠4年制卒＋1年実務
④管理栄養⼠養成施設4年制

1948 ー

①⼤学医学部卒＋1年実地修練
②医師国家試験予備試験合格＋1年
実地修練
③外国の医学校卒

2018 ー
①⼤学(学教法§87②医学)6年
②，③同上

あん摩マッサージ
指圧師、  はり

師、きゆう師等に

関する法律※1

§1.医師以外の者で、 あん摩
（マッサージを含む。 以下同
じ。）、 はり 、 きゆう⼜は柔道
整復を業としようとする者は、
夫々あん 摩師免許、 はり師免
許、 きゆう師免許⼜は柔道整復
師免許（以下免許という。） を
受けなければならない。

§12. 何⼈も、 §1.に掲げるものを除く 外、
医業類似⾏為を業としてはならない。
業務独占＊医師を除く

栄 養 ⼠ 法
§1.栄養⼠：同上
管理栄養⼠（1985 改正）：傷病者に対する療養のため必要な栄
養の指導、個⼈の⾝体の状況、栄養状態等に応じた⾼度の専⾨的
知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに
特定多数⼈に対して継続的に⾷事を供給する施設における利⽤者
の⾝体の状況、栄養状態、利⽤の状況等に応じた特別の配慮を必
要とする給⾷管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指
導等を⾏うことを業とする者（2000 改正）

医 師 法

§1.医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛⽣の向
上及び増進に寄与し、もつて国⺠の健康な⽣活を確保するものと
する。

§17.医師でなければ、医業をなしてはなら
ない。業務独占
§18.医師でなければ、医師⼜はこれに紛ら
わしい名称を⽤いてはならない。名称独占

§1.同上
§1.2.国、都道府県、病院⼜は診療所の管理者、⼤学、医学医術
に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係
者は、公衆衛⽣の向上及び増進を図り、国⺠の健康な⽣活を確保
するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切
な役割分担を⾏うとともに、相互に連携を図りながら協⼒するよ
う努めなければならない。(2018 改正）

§1.この法律で栄養⼠とは、栄養⼠の名称を⽤いて栄養の指導に
従事することを業とする者をいう。

表 3-1 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ① 
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法 律 成⽴年 法の⽬的（第⼀条） 資格の定義 業務の定義と名称の使⽤ 医師の指⽰（連携） 教育期間（受験資格）

保健婦助産婦
看護婦法

1948

§2.「保健婦」とは、厚⽣⼤⾂
の免許を受けて、保健婦の名称
を⽤いて、保健指導に従事する
ことを業とする⼥⼦
§3.「助産婦」とは、厚⽣⼤⾂
の免許を受けて、助産⼜は妊
婦、じよく婦若しくは新⽣児の
保健指導をなすことを業とする
⼥⼦
§5.「甲種看護婦」とは、厚⽣
⼤⾂の免許を受けて、傷病者若
しくはじよく婦に対する療養上
の世話⼜は診療の補助をなすこ
とを業とする⼥⼦
§6.「⼄種看護婦」とは、都道
府県知事の免許を受けて、医
師、⻭科医師⼜は甲種看護婦の
指⽰を受けて、前条に規定する
ことをなすことを業とする⼥⼦

各資格業務の定義 同左
§29.保健婦でなければ、保健婦⼜はこれに
類似する名称を⽤いて、§2.に規定する業を
してはならない。名称独占
§30.助産婦でなければ、§3.に規定する業
をしてはならない。業務独占＊医師除く
§31.甲種看護婦でなければ、§5.に規定す
る業をしてはならない。業務独占＊医師、⻭
科医師除く
２ 保健婦及び助産婦は、前項の規定にかか
わらず、§5.に規定する業をなすことができ
る。
§32.⼄種看護婦でなければ、§6.に規定す
る業をしてはならない。業務独占＊医師、⻭
科医師除く

§35.保健婦は、傷病者の療養上の指導を⾏うに当つて主治
の医師⼜は⻭科医師があるときは、その指⽰を受けなけれ
ばならない。
§36.保健婦は、その業務に関して就業地を管轄する保健所
の⻑の指⽰を受けたときは、これに従わなければならな
い。但し、前条の規定の適⽤を妨げない。
§37.保健婦、助産婦⼜は看護婦は、主治の医師⼜は⻭科医
師の指⽰があつた場合の外、診療機械を使⽤し、医薬品を
授与し、⼜は医薬品について指⽰をなしその他医師若しく
は⻭科医師が⾏うのでなければ衛⽣上危害を⽣ずる虞のあ
る⾏為をしてはならない。但し、臨時応急の⼿当をなし、
⼜は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他助産
婦の業務に当然附随する⾏為をなすことは差⽀ない。
§38.助産婦は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児⼜は新⽣児に
異常があると認めたときは、医師の診療を請わしめること
を要し、⾃らこれらの者に対して処置をしてはならない。
但し、臨時応急の⼿当はこの限りでない。

保健師助産師
看護師法

1951
2001
2006
2009
2014

甲種看護婦→看護婦、⼄種看護
婦→准看護婦(1951 改正)
婦→師(2001 改正）

§42.3 ①〜④ 保健師（助産師、看護師、
准看護師）、でない者はこれに紛らわしい名
称を使⽤してはならない。(2006 改正)
名称独占

§37.2.特定⾏為を⼿順書により⾏う看護師は、指定研修機
関において、特定⾏為研修を受けなければならない。
 ２.⽤語の意義
 ①. 特定⾏為 診療の補助であつて、看護師が⼿順書によ
り⾏う場合には、実践的な理解⼒、思考⼒及び判断⼒並び
に⾼度かつ専⾨的な知識及び技能が特に必要とされる省令
で定めるものをいう。
 ②. ⼿順書 医師⼜は⻭科医師が看護師に診療の補助を⾏
わせるためにその指⽰として作成する⽂書であつて、看護
師に診療の補助を⾏わせる患者の病状の範囲及び診療の補
助の内容その他事項が定められているものをいう。
 ④. 特定⾏為研修 看護師が⼿順書により特定⾏為を⾏う
場合に特に必要とされる実践的な理解⼒、思考⼒及び判断
⼒並びに⾼度かつ専⾨的な知識及び技能の向上を図るため
の研修
 ⑤. 指定研修機関 ⼀⼜は⼆以上の特定⾏為区分に係る特
定⾏為研修を⾏う学校、病院その他の者であつて、厚⽣労
働⼤⾂が指定するものをいう。
(2014 改正)

§19.保健婦：甲種看護婦＋養成
  1.⽂部⼤⾂指定1年
  2.厚⽣⼤⾂指定年限規定なし
  3.外国
§20.助産婦：同上
§21.甲種看護婦：⾼卒＋養成
  1.⽂部⼤⾂指定3年
  2.厚⽣⼤⾂規定なし
  3.⼄種看護婦＋3年実務＋⾼卒＋前
2号の学校で1年
  4.外国の…
§22.⼄種看護婦：
  1.⽂部⼤⾂指定2年
  2.厚⽣⼤⾂指定規定なし

§19.保健婦：割愛
§20.助産婦：割愛
§21.看護師：
  1.⼤学卒(2009 改正)
  2.3年制指定校卒
  3.省令適合の知事指定学校卒
  4.准看護師＋3年実務 or 中卒＋准
看護師＋前3号学校で2年
  5.外国
§22.准看護師：割愛

§1.保健婦、助産婦及び看護婦の
資質を向上し、もつて医療及び
公衆衛⽣の普及向上をはかる

表 3-2 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ② 
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1948 ー

①⼤学⻭学部卒＋1年実地修練
②⻭科医師国家試験予備試験合格＋
1年実地修練
③外国の医学校卒

1996 ー
(1996 改正）
①⼤学(学教法§87②⻭学)6年
②，③同上

1948

§2.⻭科医師の直接の指導の下
に、⻭⽛及び⼝くうの疾患の予
防処置として左に掲げる⾏為を
⾏うことを業とする⼥⼦
 ①.⻭⽛露出⾯及び正常な⻭ぐ
きの遊離縁下の附着物及び沈着
物を機械的操作によつて除去す
ること。
 ②.⻭⽛及び⼝くうに対して薬
物を塗布すること。

同左＋
§13. ⻭科衛⽣⼠でなければ、§2.に規定す
る業をしてはならない。但し、⻭科医師法の
規定に基いてなす場合は、この限りでない。
業務独占＊⻭科医師除く

§2.「直接の指導」の下に…

§12.1年制学校を卒業
 2.外国の
＊年限は省令

1955
1989
1995
2014

§2. 「⼥⼦」(1995 )改を「者」
に。以下の項を加える
 2.保助看法にかかわらず「⻭科
診療の補助」を業となすことが
できる 1955 改
 3.⻭科保健指導をなすことを業
とすることができる 1989 改

同上＋
§13.6 名称独占(1989 改正)

§2.「直接の指導」の「直接」を削る
§13.2 主治の⻭科医師の指⽰がなければ「⻭科診療の補
助」をしてはならない(1955 改正)
 3.⻭科保健指導は主治医・⻭科医師がいる場合は、指⽰を
受けなければならない(1989 改正)
 4.保健所の⻑の指⽰があればそれに従う(1989 改正)

1年→2年(1983 改正)
2年→3年(2010 改正)
＊年限は省令

診療エックス線
技師法

1951

§1.診療の⽤に供するエツクス線
の取扱に徒事する者の資格を定
めるとともに、その業務が適正
に運⽤されるよう規律すること
を⽬的とする

§2.医師⼜は⻭科医師の指⽰の
もとに、エツクス線を⼈体に対
して照射（撮影を含む。以下同
じ。）することを業とする者

§24.医師、⻭料医師⼜は診療エツクス線技
師でなければ、エツクス線を⼈体に対して照
射することを業としてはならない。
業務独占。＊医師・⻭科医師除く

§2.参照
§20.⾼卒2年
 2.外国の

⻭ 科 医 師 法

⻭ 科 衛 ⽣ ⼠ 法

§1.⻭科衛⽣⼠の資格を定め、も
つて⻭科疾患の予防及び⼝くう
衛⽣の向上を図ることを⽬的と
する

§1.⻭科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛⽣の向上
及び増進に寄与し、もつて国⺠の健康な⽣活を確保するもの

§17.⻭科医師でなければ、⻭科医業をなし
てはならない。業務独占
§18.名称独占

表 3-3 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ③ 
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⻭ 科 技 ⼯ 法 1955

§1.⻭科技⼯⼠の資格を定めると
ともに、⻭科技⼯の業務が適正
に運⽤されるように規律し、も
つて⻭科医療の普及及び向上に
寄与することを⽬的とする

§2.参照

§2.「⻭科技⼯」とは、特定⼈に対する⻭科
医療の⽤に供する補てつ物、充てん物⼜は矯
正装置を作成し、修理し、⼜は加⼯すること
をいう。ただし、⻭科医師がその診療中の患
者のために⾃ら⾏う⾏為を除く。
§17. ⻭科医師⼜は⻭科技⼯⼠でなければ、
業として⻭科技⼯を⾏つてはならない。
業務独占＊⻭科医師を除く

§18.⻭科医師の指⽰書によらなければ業として⻭科技⼯を
⾏ってはならない。病院または診療所内で⻭科医師の直接
の指⽰に基づく場合は⾏える。

§14.養成所卒（年限規定なし）
 2.⻭科医師国家試験受験できるもの
3．外国の…

⻭科技⼯⼠法 1994 同上 同上 同上 同上 指定規則 2年以上

1968
1983
1993

診療放射線
技師法

§20.診療放射線技師 ⾼卒3年
 2.診療エックス線技師＋1年
 3.外国の…
(1968 改正)

同上＋
§2.2 参照

§24.医師、 ⻭科医師、 診療放射線技師⼜は
診療エツクス線技師でなければ §2.2. に規
定する業をしてはならない。
 2.診療エツクス線技師は、 百万電⼦ボルト
未満のエネルギーを有するエツクス線以外の
放射線に関して、 §2.2.に規定する業 をし
てはならない。(1968 改正) 業務独占＊
Dr.DDS除く
§24-2.診療の補助として
①ＭＲＩその他の画像による診断を⾏うため
の装置であつて政令で定めるものを⽤いた検
査（医師⼜は⻭科医師の指⽰の下に⾏うもの
に限る。）
⼆ §2.2に規定する業務⼜は前号に規定す
る検査に関連する⾏為として省令で定めるも
の（医師⼜は⻭科医師の具体的な指⽰要す
る。）
§25.2  名称独占(1968 改正)

§2.2 [診療放射線技師」  医師
⼜は⻭科医師の指⽰の下に、 放
射線を⼈体に対して照射 するこ
とを業とする者(1968 改正)

§1. 診療放射線技師及び診療エ
ツクス線技師の資格を定めると
ともに、 その業務が適正に運⽤
されるように規律し、 もつて医
療及び公衆衛⽣の普及及び向上
に寄与することを⽬的とする。
(1968 改正)

表 3-4 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ④ 
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衛⽣検査技師法 1958

§1.衛⽣検査技師の資格を定める
ことによりその資質を向上さ
せ、もつて公衆衛⽣の向上に寄
与することを⽬的とする

§2.この法律で「衛⽣検査技
師」とは、都道府県知事の免許
を受け、衛⽣検査技師の名称を
⽤いて、医師の指導監督の下
に、細菌学的検査、⾎清学的検
査、⾎液学的検査、病理組織学
的検査、原⾍・寄⽣⾍学的検査
その他の政令で定める検査を⾏
うことを業とする者

同左 §2参照
§15. ⾼卒2年
2.外国の…

臨 床 検 査 技 師
等

に関する法律

1980
2005
2014

§1.臨床検査技師の資格等を定
め、もつて医療及び公衆衛⽣の
向上に寄与することを⽬的とす
る

§2.医師⼜は⻭科医師の指⽰の
下に、⼈体から排出され、⼜は
採取された検体の検査として厚
⽣労働省令で定めるもの（以下
「検体検査」という。）及び厚
⽣労働省令で定める⽣理学的検
査を⾏うことを業とする者

同左＋
§20. 名称独占
2.診療の補助として採⾎及び検体採取（医師
⼜は⻭科医師の具体的な指⽰を受けて⾏うも
のに限る。）並びに§2の⽣理学的検査を⾏
うことを業とすることができる。

§20.2参照 §15.⾼卒3年

2006 同上 同上 §25.2 情報の提供と指導 同上 ⼤学6年（学教法§87 ②薬学）

薬 剤 師 法

§15.⼤学（短⼤を除く）で、薬学
の課程を修めた者
2.外国の…

§22.薬剤師は、薬局以外の場所で、販売⼜は授与の⽬的で
調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所⼜は家
畜診療施設の調剤所において、その病院若しくは診療所⼜
は家畜診療施設で診療に従事する医師若しくは⻭科医師⼜
は獣医師の処⽅せんによつて調剤する場合及び厚⽣省令で
別段の定めをした場合は、この限りでない。
§23.薬剤師は、医師、⻭科医師⼜は獣医師の処⽅せんによ
らなければ、販売⼜は授与の⽬的で調剤してはならない。
 2.医師・⻭科医師の同意を得れば変更できる
§24.薬剤師は、処⽅せん中に疑わしい点があるときは、
その処⽅せんを交付した医師、⻭科医師⼜は獣医師に問い
合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これ
によつて調剤してはならない。

§19.薬剤師でない者は、販売⼜は授与の⽬
的で調剤してはならない。ただし、医師若し
くは⻭科医師、獣医師が次に掲げる場合にお
いて⾃⼰の処⽅せんにより⾃ら調剤するとき
は除く
⼀.患者⼜は現にその看護に当たつている者
が特にその医師⼜は⻭科医師から薬剤の交付
を受けることを希望する旨を申し出た場合
⼆.医師法§22(医師は、患者から薬剤の交付
に代えて処⽅せんの求があつた場合には、こ
れを交付しなければならないなど)＊現⾏法
では8号存在
業務独占＊医師,⻭科医師,獣医師除く
§20.名称独占

同左

§1.薬剤師は、調剤、医薬品の供
給その他薬事衛⽣をつかさどる
ことによつて、公衆衛⽣の向上
及び増進に寄与し、もつて国⺠
の健康な⽣活を確保するものと
する

1960※4

※薬剤師は1949年に成⽴した「薬事法」第2条において既に名称・業務独占職として規定されており、国家試験も実施されている。

表 3-5 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ⑤ 

三上亮
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表 3-6 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ⑥ 

三上亮
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表 3-7 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ⑦ 
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表 3-8 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ⑧ 

三上亮
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表 3-9 保健医療福祉職の資格制度による規定構造 ⑨ 

三上亮


