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P1  平成26年度診療報酬改定を終えて（その1：経過と主要課題）   

P2  平成25年度日臨技認定センターで実施した各認定試験について   

P3  病理研修会に参加して（続）/ 国際交流情報-海外の学会に参加しませんか？  

平成26年度診療報酬改定を終えて 

（その１：経過と主要課題） 
 昨年10月30日付で田村厚生労働大臣から中医協（中央社会保険医療協議会）の専門委員に北村善明氏（前日本放

射線技師会長・チーム医療推進協議会代表）の後任として任命されました。中医協総会では、今回の診療報酬改定

の審議に途中からでしたが、参加させていただき、各分野から選出された委員の先生方と論議を重ねてきました。

今回はその経緯と主な審議内容等について３回に分けて報告いたします。          会長 宮島 喜文 

初めての中医協委員として 

 私もいままで行政の職場で様々な会議を経験してき

ましたが、中医協総会は規模と内容が全く異なり、常

に緊張と驚嘆の連続でした。会議は毎回厚生労働省の

講堂が一般傍聴人や報道機関の関係者で満員になる中

で進められ、11月から毎週水曜日と金曜日の午前９時

から正午過ぎまで開催され、事前の予習が間に合わな

い程の早いペースで進められました。 

 会議の都度に分厚い資料が渡され、当初は医療全般

に及ぶ馴染みのない用語を理解するだけでも精一杯で

した。更に、その場で意見を述べないと了解したこと

になることも判りました。論議はエビデンスのある

データに基づくことが前提となっているため、軽率な

発言は許されず、事前調査の重要性を認識しました。 

 

平成26年度診療報酬改定が目指したもの 

 今回の改定は、２年前の改定で積み残された課題を

中心に議論が進められ、昨年12月20日に内閣府の予算

編成過程で決定された改定率の財源をもとに、医療社

会保険審議会で決定された基本方針を踏まえ、診療報

酬の配分や個々の点数付けについて審議が重ねられま

した。平成26年2月12日に厚生労働大臣に答申書とし

て診療報酬点数表の改訂案を提出し、３月上旬には官

報で告示され、各点数や要件などが正式に公表されま

す。 

 今回の全体改定率は、＋0.1％とされていますが、

４月からの消費税引き上げ分を差し引くと実

質－1.26％となりました。前回、前々回のプラス改定

とは異なる厳しい結果となったことから、議論の中心

は限られた財源の中での再配分となることを余儀なく

されました。 

 近年の診療報酬改定では、平成22年は急性期医療や 

高度医療など、平成24年は在宅医療の推進が主要課題

として取り上げられた経過があります。 

 今回の主要課題としては、“患者を入院医療から在

宅医療へ”との方向性の下に、医療機関の機能分化と

在宅医療の充実が取り上げられ、個別医療ではリハビ

リテーションが主題となりましたが、臨床検査は終始

“脇役”でありました。検査関連の詳細は次号で述べ

ます。 

 さて、主要課題の「医療機関の機能分化・強化と連

携、在宅医療の推進」では、８年前に導入した７：１

病床が中小病院での看護師不足や医療費を増大させた

ことで、今回は要件が見直され、今までの急性期病床

は高度急性期と一般急性期に分かれます。これにより

院内の検査体制もICU病床を持つ高度急性期病院だと

24時間体制の必要性が高まると思われます。また、一

般急性期病院は今までの検査部の機能が求められます

が、回復期や慢性期の療養病床においても、新たに設

けられた「地域包括ケア病棟」を選択すると、在宅患

者等の急変時にも対応する機能も期待されていること

から、今以上に救急への対応が必要になると考えられ

ます。自院が進める病床機能分化に即応した検査部作

りを再確認する必要があります。高度急性期病院は人

員を確保し、交替制勤務環境を整備すること、地域包

括ケア病棟を目指す病院では外注検査だけでは十分で

はなく、院内緊急検査への対応も必要となります。 

 ２年毎に行われる診療報酬改定は、これからの医療

政策の具現化を図っているものです。この時期に政策

の方向性を的確に把握し、自院の現状を踏まえた適確

な判断をすることが病院経営で必要とされる病院検査

室となります。臨床検査が話題にはならなかったので

すが、視点を変えれば“変革のチャンスが有り”と考

えるべきではないでしょうか。  （次号につづく） 

 診療報酬改定に伴う説明会 
平成26年3月29日（土）午後4～6時 

日本臨床検査技師会館 ３階会議室 

日臨技会員無料、非会員3,000円 

診療報酬対策委員会の要望 －要望経過と内容の説明－ 

                診療報酬対策委員会 副委員長 林 亮 

臨床検査関係に関わる平成26 年度改正について 

                診療報酬対策委員会 委員長 椎津 稔   

診療報酬制度及び今回の改正について    厚生労働省保険局医療課 

定員70名 

基礎20点 



 平成２５年度日臨技認定センターで実施した各認定

試験が終了いたしました。受験された皆様におかれま

しては、各試験に向けて、日ごろの業務の忙しい中、

合格に向けて勉強に励み、受験された事と思います。

今回見事に合格された方は、大変におめでとうござい

ました。この日頃の勉強の成果を臨床の現場で生かし

ていただければ幸いでございます。また、今回惜しく

も残念だった方は来年、再度挑戦を何卒宜しくお願い

いたします。 

 今年は認定制度に関しましては様々、皆さまにご迷

惑をおかけいたしました。認定心電検査技師につきま

しては、今年から独自で、本会の日臨技認定センター

で実施する形となりました。この問題に関しまして

は、当会では担当理事が再三にわたりこの問題の協議

に応じるように日本心電学会に折衝してまいりまし

た。日臨技では会員の混乱を避ける事が、まず第一で

ある事から、一本化に向けて、再三努力して参りまし

たが双方の合意なく、当会としても容認できないとし

て今年度より、認定センターの単独での開催となりま

した。（詳細は会報JAMTVol.19 No.16） 

 現在の認定制度に関しましては様々な問題もござい

ますが、今後、日臨技は、現場（臨床）と会員をまず

第一に考え、一つ一つ問題解決に向けて、より良い認

定制度を構築してまいります。何卒宜しくお願いいた

します。 

 今年度の認定センターで行われた各認定試験の結果

は以下の通りとなります。 
 

◎認定一般検査技師  

平成25年10月20日（日）日本青年館 中ホール 

受験者 111名  合格者39名（合格率35.1％） 

○更新申請 承認者40名・更新遅延申請承認者1名 

(更新対象者43名） 

 

◎認定染色体遺伝子検査技師 
平成25年12月1日（日）日本臨床検査技師会館 

受験者 染色体分野6名 合格者3名（合格率50％） 

    遺伝子分野8名 合格者4名（合格率50%） 

○遺伝子分野更新申請 承認者1名 

(更新対象者1名） 

 

◎認定心電検査技師  

平成25年12月15日（日）日本教育会館 

受験者 102名  合格者76名（合格率74.5％） 

○更新申請 承認者68名･更新遅延申請承認者1名 

(更新対象者88名） 

 

◎平成24年度認定管理検査技師コース 
受講者46名全員修了を承認 

（平成24年12月～平成25年8月に開講分） 
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日臨技認定センターで実施した各認定試験について 
平成25年度 

日臨技認定センターで実施した各認定試験について 

～認定心電検査技師制度認定試験風景から～ 

残り時間も気になります… 

本年度も 

100名を越える受験者が 

受験されました 



しました。遺伝子病理は新しくすべてを理解するには

難しい分野でしたが、コンパニオン治療が進む現在の

医療にはなくてはならない分野でもあり、未知の可能

性が広がっていると感じられました。 

このような講義をしてくださった講師の先生方は各

分野において著明な方々ばかりで、一度にこのような

講義を受けられることはこれから先もう経験できない

貴重な時間だと感じました。受講生は定員よりやや多

く、都心のみならず、地方からも大勢参加されていま

した。2回に分け、計5日間行われたため、短期間に2

回東京を往復しなければならず、体力的にもなかなか

大変でしたが、そのためもあり、受講生はみんな真剣

に講義を受けているのが印象的でした。 

今回の研修会を通して、病理に携わる技師の方々は

勤勉な方が多く、わたしにとって良い刺激になりまし

た。また、地域を超えて交流を持つことができ、今後

も親睦を深めていけるすばらしい出会いができたこと

をうれしく思いました。次回もこのような研修会があ

ることを期待したいと思います。 

   金沢大学附属病院病理部 玉野裕子 
 

 新しい年を迎えてすぐの平成26年1月17日～19日、2

月1日～2日、日臨技主催の第１回病理研修会が検査技

師会館で行われました。 

 日臨技主催の研修会に参加するのは今回が初めて、

病理分野の研修会が開催されることは珍しく、この貴

重な研修会に参加できたことはとても幸運でした。 

 研修会は宮島会長の挨拶で始まり、新たに設立予定

の病理分野の認定制度のお話をお聞きして、身の引き

締まる思いでした。 

 研修会は2回に分けて計5日間行われ、ほぼ全臓器を

癌取り扱い規約・切り出し、組織診、免疫染色・遺伝

子病理と多岐にわたって学ぶカリキュラムが組まれて

いました。組織診は病理技師にとっては身近で学びや

すい分野でしたが、切り出しとなると癌取り扱い規約

に基づいて行われているものの、病変の位置によって

は切り出し方を変えねばならず、センスが問われる分

野であることがよくわかりました。質の高い標本を作

るためにはこの分野はもう少し学ぶ必要があると実感 

病 理 研 修 会 に 参 加 し て

  

 

 

 

 

（編集後記）仕事。「し」はサ変動詞「す」の連用形。「仕」は当て字で、何かを作り出す、または、成し遂げるための行

動だそうです。仕える事ではございません。仕事に対して人それぞれの考えとこだわりがあるかと思います。ちなみに私のこ

だわりは「楽しむ事・続ける事・逃げない事」です。良い仕事をしたいものです。貴方にとって仕事とは？    【坂西】                  

（続） 

 

 

 2016年に神戸で国際学会（ 32th IFBLS World Congress: 世界医学検査学会）開催が決定しており、日本臨床衛生検査技

師会では、国際交流を活発にするための企画を継続的に立案しております。ご興味のあるかたは、HPにて情報収集を宜しくお願い致し

ます。今回は以下のイベントに補助をすることが決定しておりますので、お知らせします。 

 詳細はHPにて確認できます。会員の皆様へのグローバル化の一助としたく思います。ふるってご参加ください。 

 なお、新潟で行われます医学検査学会でも、韓国の臨床検査技師との交流による英語ポスターセッションを行います。国際交流に興

味のあるかた、過去に韓国の技師さんと交流された皆様のご参加をお待ち申し上げます。  国際交流推進委員会 委員 小松京子 
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第52回 

大韓臨床病理士協会全国総合学術大会 

◇  開催日      2014年10月3日(金)～10月7日(火) 

◇ 開催都市     台北市（台湾） 

◇ 開催場所       台湾国際コンベンションセンター（TICC） 

◇ 参加資格      日本臨床衛生検査技師会会員 

◇ 募集人数      20名（先着順） 

◇ 演題登録締切   2014年4月30日(水) 

◇ 演題登録通知   2014年5月20日（火） 

◇ 応募条件     31stCongress of IFBLS学会発表者 

◇ 参加申込締切日 2014年4月1日(火) 

◇ 自己負担金概ね 100,000円以内(学会登録料を含む）。 

◇  開催日      2014年5月28日(水)～5月31日(土) 

◇ 開催都市     昌原市（大韓民国） 

◇ 開催場所       昌原コンベンションセンター 

◇ 参加資格      日本臨床衛生検査技師会会員 

◇ 募集人数      15名（最大・先着順） 

◇ 参加申込締切日 2014年4月1日(火) 

◇ 自己負担金概ね 60,000円～70,000円 

どちらの学会も現地施設（病院）見学あり！ 


