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P1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対して、自由民主党政務調査会へ申し入れ 

P2～P3 2020年度診療報酬改定の要望結果について 

P4～P5 令和元年度認定認知症領域検査技師 日臨技指定講習会（資格未取得者向け）＆資格更新のためのセミナー報告 

P6 医学検査特集J-Stage（Web版）についてのお知らせ 
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深澤恵治 

https://www.jamt.or.jp 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け当会は令和２年３月24日、宮島喜文議員が随行し、横地常広

代表理事副会長より自民党政調会新型コロナウイルス対策本部田村憲久本部長に以下の申し入れを行いまし

た。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は急速に拡大

しており、政府の発表によりますと世界の感染者数

334,982人、死者数14,652人、感染が確認された国と

地域は192となっており、特に、イタリアの死者数が

急激に増加している。日本においても小規模のクラス

ターは幾つも発生していますが、専門家、医療関係者

等の努力で感染者が爆発的増加するオーバーシュート

は発生していない。現在、国外からの帰国者で感染が

見られ、検疫での水際対策では、感染拡大防止には限

界があると思われる。当会としては、オーバーシュー

トを見据え以下の対策を要望いたします。 
 

１.医療機関等における簡易検査の整備について 

 新型コロナウイルス感染症の確定検査については、

PCR検査が有効とされているが、本疾患の感染症が疑

われるものに対して、スクリーニング検査として期待

できる抗体検査をはじめとする簡易キットにおけるエ

ビデンスデータを早期に検証し、使用可能なキットを

用いた検査体制の確立を要望する。  
 

２.医療機関における感染防護具や除菌消毒用品の必

要量の確保について 

 臨床検査技師が新型コロナウイルスの鼻腔などから

検体採取を行う上で感染防護具や除菌用品の不足が懸

念されるので、多くの医療機関に関して安定した供給

を要望する。 
  

３.感染症指定医療機関における微生物検査室の設備

強化について 

 感染症指定医療機関において迅速な微生物検査を行

うための検査機器の設置を要望、および新型コロナウ

イルスを微生物検査室で検査するうえでの感染症指定

医療機関のBSLの充実（BSL2検査室の整備）  

要望書の提出先 
 

●３月24日  

・自由民主党政務調査会 

 新型コロナウイルス関連肺炎対策本部 田村憲久本部長 

・自由民主党臨床検査に関する制度推進議員連盟 

 衛藤征士郎会長   

・自由民主党臨床検査に関する制度推進議員連盟 

 古川俊治幹事長 
 

 

●３月25日 

・自由民主党 岸田文雄政調会長(職員へ渡し)  

・自由民主党 平口洋厚生労働部会長 

・参議院自由民主党 世耕弘成幹事長  

・参議院自由民主党 松山政司政策審議会長 

・厚生労働省 加藤勝信厚生労働大臣宛（吉田学医政局長） 

３月24 日自由民主党政務調査会田村憲久本部長へ要望を

提出 

３月25日加藤勝信厚生労働大臣に対して自由民主党政務調査

会長宛に要望した旨提出(吉田学医政局長)  
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診療報酬対策委員会 委員長 山本 幸治 

令和２年３月28日（土）に日本臨床検査技師会館で開催予定の診療報酬改定説明会は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を受け、中止とした。2020年度診療報酬改定の厚生労働省への要望書の提出に当たっては、臨床検査振興協

議会と連携し、日本臨床検査医学会と共に緻密なコスト調査を実施したうえでの要望した。国民への安全かつ良質な

医療を提供するために、検査手技料（技術料）並びに検査に必要な機器、機材、器具、試薬等の必要経費を鑑みた調

査で実費相当額を診療報酬として求めました。特に、血液採取料（静脈）、細菌検査関連、生理学的検査関連に重点

をおき、見直しおよび改定の要望を行いました。要望書作成にあたり実施いたしました各種の現状調査等におきまし

ては、各都道府県技師会並びに多くの会員施設よりご協力をいただき、この場をお借りし感謝を申し上げます。 

要 望 書 要 点 
要望の根拠やコスト試算を含んた要望書原本は日臨技ウエブサイトに掲載しています。 

１.尿沈渣の顕微鏡検査（鏡検法）の見直し 

D002 尿沈渣（鏡検法) 

＜現行＞27点 → ＜改定案＞27 点 

外来診療料の包括項目よりはずし実施料の算定を可能と

要望する。 
 

２.関節液結晶鏡検同定（鏡検法）の新設 

D004 穿刺液・採取液検査関節液結晶鏡検同定（鏡検

法） 

＜現行＞設定なし → ＜改定案＞30点（新設） 
 

３.末消血液における血液像の顕微鏡検査（鏡検法）の

見直し 

D005 血液形態・機能検査 

  ６末梢血液像（鏡検法） 

＜現行＞25点 → ＜改定案＞25 点 

外来診療料の包括項目よりはずし実施料の算定を可能

と要望する。 
 

４.血小板凝集能の見直し及び改定 

D006-8 血小板凝集能 

＜現行＞50点 → ＜改定案＞2,078点 
 

５.不規則抗体の見直し及び改定 

D011-4 不規則抗体 

＜現行＞159点 → ＜改定案＞211点  
 

６.クロストリジウム・ディフィシル抗原定性の見直し

及び改定  

D012-12 クロストリジウム・ディフィシル抗原 

＜現行＞定性80点 → ＜改定案＞115点 
 

７.HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量の見直し及び改定 

D012-17 HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量 

 ＜現行＞118点 → ＜改定案＞127点 
 

８．RSウイルス抗原定性の保険適用範囲や算定要件等の

変更要望 

D012-22 RSウイルス抗原定性 

 ＜現行＞142点 → ＜改定案＞142点 

「１歳未満の乳児」から「３歳未満の乳幼児」へ適用

拡大を要望 
 

９．排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の見直し及び

改定 

D017 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 

   ３その他のもの      

＜現行＞ 61 点 → ＜改定案＞118点 

10．細菌培養同定検査の見直し及び改定 

D018 細菌培養同定検査                

１口腔、気道又は呼吸器からの検体    

  ＜現行＞160点 → ＜改定案＞264点 

２消化管からの検体  

＜現行＞180点 → ＜改定案＞356点 

３血液又は穿刺液      

＜現行＞210点 → ＜改定案＞233点 

４泌尿器又は生殖器からの検体 

＜現行＞170点 → ＜改定案＞267点 

５その他の部位からの検体 

＜現行＞160点 → ＜改定案＞279点 

６簡易培養 

60点（現行通り） 

注）１から６までについては、同一検体について一般

培養と併せて嫌気培養を行った場合は、221点を所定点

数に加算する。（115点→221点） 
 

11．細菌薬剤感受性検査の見直し及び改定 

D019 細菌薬剤感受性検査 

１ １菌種 

＜現行＞170点 → ＜改定案＞254点                                                                                                                   

２ ２菌種 

＜現行＞220点 → ＜改定案＞508点 

３ ３菌種以上        

＜現行＞280点 → ＜改定案＞762点 

４ 嫌気性菌薬剤感受性検査 

＜現行＞設定なし → ＜改定案＞280点（新設） 

D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査 

＜現行＞150点 → ＜改定案＞313点 

DO22 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく) 

＜現行＞380点 → ＜改定案＞530点 
 

12.抗酸菌分離培養検査、微生物核酸同定・定量検査の

見直し及び改定 

D020-1  抗酸菌分離培養検査  

１抗酸菌分離培養（液体培地法）    

＜現行＞280点 → ＜改定案＞421点 

D021 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき） 

＜現行＞361点 → ＜改定案＞532点 

D023-9 抗酸菌核酸同定 

＜現行＞410点 → ＜改定案＞533点 

D023-9 結核菌群核酸検出 

＜現行＞410点 → ＜改定案＞582点 
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D023－10 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセ

ルラー（MAC）核酸検出 

＜現行＞421点 → ＜改定案＞510点 

D023注 迅速微生物核酸同定・定量検査加算 

＜現行＞100点 → ＜改定案＞250点  
 

13.国際標準検査管理加算の検体検査管理加算（Ⅰ）に

おける評価の変更要望 

D026 注4   

＜現行＞設定なし → ＜改定案＞3点（新設） 

検体検査管理加算（Ⅰ）を算定した場合は、国際標準検

査管理加算として、3点を所定点数に加算する。また、検

体検査管理加算（Ⅱ）、検体検査管理加算（Ⅲ）又は検

体検査管理加算（Ⅳ）を算定した場合は、国際標準検査

管理加算として、40点を所定点数に加算する。 
 

14.呼吸循環機能検査等の見直し及び改定 

D200 スパイログラフィー等検査 

１肺気量分画測定  

＜現行＞90点 → ＜改定案＞120点 

（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む）  

２フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含

む） 

＜現行＞100点 → ＜改定案＞130点 

４呼気ガス分析 

＜現行＞100点 → ＜改定案＞130点 

D201 換気力学的検査  

１呼吸抵抗測定 

イ広域周波オシレーション法を用いた場合 

＜現行＞150点 → ＜改定案＞180点 

D202 肺内ガス分布 

２クロージングボリューム測定 

＜現行＞135点 → ＜改定案＞323点 

D203 肺胞機能検査 

１肺拡散能力検査 

＜現行＞180点 → ＜改定案＞323点 
 

15．皮膚灌流圧測定（SPP）検査の見直し及び改定 

D-207-2 皮膚灌流圧測定 

四肢切断レベルの判定のための精密測定加算  

＜現行＞設定なし →  ＜改定案＞367点（新設） 
 

16．超音波検査の見直し及び改訂 

D215 超音波検査 

２断層撮影法（心臓超音波検査を除く） 

＜現行＞  

イ胸腹部              530点 

ロ下肢血管             450点 

ハその他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）             

350点 

＜改定案＞ 

２断層撮影法（心臓・下肢血管超音波検査を除

く） 

イ胸腹部               530点 

ロその他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等）  

          350点 

３心臓超音波検査 

４下肢血管超音波検査     450点（新設） 
 

17．超音波エラストグラフィーの要件の追加 

D215-3 超音波エラストグラフィー 

＜現行＞要件に乳がんの鑑別での使用を追加設定なし → 

＜改定案＞200点（新設） 
 

18．経食道心エコー３D法加算の新設 

D215 超音波検査 

３心臓超音波検査 

ハ経食道心エコー法  

＜現行＞設定なし →＜改定案＞200点（新設） 
 

19．脊髄誘発電位測定等加算（術中モニタリング検査）

の見直し及び改定 

K930-1 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に用いた場

合  

＜現行＞3,130点 → ＜改定案＞5,690点 
 

20．血液採取料（静脈）の見直し及び改定 

D 400 血液採取（1 日につき） 

1 静脈 

＜現行＞30点 → ＜改定案＞50点 
 

21．鼻腔・咽頭拭い液採取料の見直し及び改定、並びに

採取材料の追加 

D419 その他の検体採取 

６鼻腔・咽頭拭い液採取 

＜現行＞5 点  →  ＜改定案＞35 点 

７皮膚、体表並びに口腔の粘膜（生検を除く）の

膿及び、鱗屑、痂皮その他の体表付着物の採取 

＜現行＞設定なし → ＜改定案＞35点（新設） 
 

22 ．免 疫 染 色（免 疫 抗 体 法）の 細 胞 診 へ の 拡 大       

N002免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製へ細胞診

材料（胸水、心嚢液、腹水等組織の採取が困難な材料に

よる）を新設する 

＜現行＞設定なし → 400点（新設） 
 

23．①迅速細胞診のDPCにおける出来高算定への変更   

  ②迅速細胞診への超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 

(EUS-FNA)の追加  

N003-2迅速細胞診 

①＜現行＞包括 → ＜改定案＞DPC出来高 

②＜現行＞設定なし → ＜改定案＞適用拡大 
 

24．婦人科材料等液状化検体細胞診加算の見直し及び改

定 

N004 細胞診 注1、婦人科材料等液状化検体細胞診加算 

＜現行＞36点  → ＜改定案＞85 点 
 

25．臨床検査技師による病棟検査業務実施加算の新設 

＜現行＞設定なし → ＜改定案＞100点（週１回） 
 

26．在宅臨床検査迅速実施包括加算の新設 

 ＜現行＞ 設定なし →  

＜改定案＞所定点数合算の100分の10 

27．認知症ケア加算算定要件 必須職種へ臨床検査技師

の追加  

A247-1 認知症ケア加算１ 

＜現行＞設定なし →  

④専任の臨床検査技師（適切な研修を修了した者） 

A247-2 認知症ケア加算２ 

＜現行＞設定なし → 

②研修を受けた臨床検査技師の常勤配置 
 

削除項目 

D001-2 Bence Jones蛋白定性（尿）             ９点 

 

診療報酬対策委員会 

委員長：山本幸治 

委 員：林亮、北沢敏男、高村好実、橘内健一、直田健

太郎 神山清志、白波瀬浩幸、深澤恵治 

担当理事：丸田秀夫 

担当事務：篠﨑隆男 



Vol.26No.7                会報JAMT ホームページ掲載                   令和2年4月1日号 

 第６回目となる認定認知症領域検査技師日臨技指

定講習会（資格未取得者向け）を２月22日（土）～23

日（日）の両日、資格更新のためのセミナーを２月23

日（日）に、マイドーム大阪で開催しました。 

 指定講習会では、テーマを「認知症領域に関わる臨

床検査、疾患、療養、ケアの基礎」として、１日目は

「認知症疾病総論－認知症の原因となる各疾患－」と

題して神戸学院大学総合リハビリテーション学部 作

業療法士科の阪井一雄教授に講演いただき、続いて

「薬物療法の現状と展望－薬剤の分類、薬効、副作

用－」と題して日本薬剤師会の臨床・疫学研究推進委

員会の山本克己委員に、「認知症ケアの基礎と実際」

では介護センター とらいあんぐるの木曽江律子氏に

ご自身の施設での取り組みを交えながら講演いただき

ました。１日目の最後の講演から２日目は認知症に関

わる臨床検査についての講演で「神経心理学的検査」

では森内脳神経クリニックの是枝真由美技師、「嗅

覚」では耳鼻咽喉科麻生病院の橘内健一、「髄液・血

液」では新東京病院の河野正臣技師、「超音波」では

山梨大学医学部附属病院の伊藤泉技師、「画像」では

市立宇和島病院の高村好実技師、「脳波」では北里大

学メディカルセンターの髙梨淳子技師に、臨床検査技

術や知識を中心にお話いただきました。また、日本光

電工業株式会社の協力で「物忘れ相談プログラム体験

コーナー」を設置して、受講者には休憩時間と昼食休

憩に利用していただきました。 

 資格更新のためのセミナーでは、テーマを「認

知症への理解を深めるとともに、認知症患者への対応

力向上を目指す」として、講演１は「認知症の検査に

関するトピックス」と題して東京大学医学部附属病院

神経内科の岩田淳医師に、講演２は「認知症予防に関

するトピックス－臨床美術の紹介も含めて－」と題し

て熊本第一病院の新屋敷紀美代技師と三井記念病院の

令和元年度 認定認知症領域検査技師 

日臨技指定講習会（資格未取得者向け） 

資格更新のためのセミナー 

松熊美千代技師に講演いただきました。最後に「ロー

ルプレイから学ぶ対応力向上」と題して、認知症患者

への検査を行う場面や認知症の検査を説明する場面を

事例から実際の対応についてグループワークを行いま

した。新屋敷紀美代技師、松熊美千代技師、高村好実

技師、JCHO宇和島病院の原正樹技師には講師・進行を

していただきました。また、当会より日臨技ｅラーニ

ングの紹介と令和２年度の研修会および認定試験日の

お知らせをしました。ちなみに毎年好評のＪＳＤＰ技

師講座、通称“米子セミナー”は７月４日（土）～５

日（日）の両日、認定試験は12月20日（日）日本教育

会館で開催する予定となっております。 

今回も多数の皆様にご参加をいただきました。そ

れぞれの参加者より感想をいただきましたので次ペー

ジにご紹介いたします。 

（理事 橘内 健一） 



稲田 美智代（医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院） 

 新型コロナウイルス感染症拡大のニュースが連日報

道され、各種イベント等の開催自粛も目立ってきた

中、今回の講習会も中止になるのでは？と懸念してい

ましたが、なんと開催されるとのこと。ぎりぎりまで

迷った結果、思い切って参加することにいたしまし

た。２日間に渡る講習内容はかなり充実したもので、

メモを取る手もフル回転で聴講いたしました。認知症

関連検査ではひとつひとつ丁寧で具体的な説明があ

り、普段あまり関わりのない薬物療法や神経心理学的

検査、MRI等の画像検査についても非常に興味深く聴

講することができました。この講習会を通して一番心

に重く感じたことは「認知症と向き合うことは人間と

向き合うことだ」ということです。検査をするうえで

相手を尊重し励まし認め、協力してもらうことがとて

も大切なのではないかと感じました。これからの認定

取得に向けて、大変意義のある講習会でした。最後

に、ご尽力いただいた役員の皆様、ご講演いただきま

した講師の皆様に厚くお礼申し上げます。 

公田 幸子（島根県立中央病院） 

認知症は生きている間は確定診断ができず検査結果

に現れる段階では、すでに時遅しであるのならば、な

んのために認知症を診断するのか。そのための検査を

する私はどういう心構えですべきなのか。悩み、初日

の講義のあと途方にくれました。むしろ認知症ケアを

積極的に学ぶべきではないかと感じました。受講後の

今思うことは、認知症に対する正しい知識を持ち、認

知症患者の特徴を理解すること、検査時には患者の能

力や機能を正しく引き出し評価すること、そのために

認知以外の問題や検査に影響を与える原因は取り除く

ことが重要であり、これにより認知症と間違われやす

い他の疾患をきちんと識別することで正しい診断と適

切な治療に導く役割を担えるということです。また、

時間のかかる検査の場合、入院患者に接している時間

は医師や看護師よりも長く、患者の真の状態をより把

握できるのは臨床検査技師ではないかと思います。

チーム医療の中で積極的に発信し、認知症領域で技師

の役割を確立することを目指したいと思います。 
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楠見 由美（大阪市立弘済院附属病院） 

今回、コロナウイルスの感染対策として、参加者・

担当スタッフの方々もマスク着用し、入退出時やマイ

ク使用前後のアルコールによる手指消毒も徹底された

なかでの開催でした。 

岩田先生の、「認知症検査に関するトピックス」で

は、認知症関連検査に関する注意点や、脳にアミロイ

ドβが沈着し始める頃に治療を始めるためには血中の

微量のアミロイドβやリン酸化タウの定量法が必要

で、もっと精度が高く、普及する方法の開発が待たれ

る状況である等、最新の情報を聞くことができまし

た。 

臨床美術の解説と体験では、直感的に、感じるまま

に描く技法を体験し、具体的には色鉛筆の好きな色を

使って、○、△、□で好きなように絵を描くというも

ので、その後、その絵の良い所をみつけて褒めるとい

うことをする。今まで聞いたことのない療法で、新鮮

でした。 

午後からは、ロールプレイによる実例を見て、その

対処方法等につて、グループ討論と、意見発表を行い

ましたが、自分では気づかない点を発見したり、実際

に患者さんに心理検査をされている方の経験談を聞け

て参考になりました。 

富樫 直美（山形県立新庄病院 ） 

２月23日（日）に大阪市で開催された認定認知症領

域検査技師制度資格更新のためのセミナーに参加いた

しました。COVID-19感染拡大の影響で講義の一部がビ

デオに置き換わり、他の内容も感染防止を意識しなが

ら行われました。 

午前中の内容は認定制度の規則改訂、認知症の検査

と認知症予防に関するトピックスでした。認知症予防

として芸術療法の一つである臨床美術の体験があり楽

しみながら一連の流れを理解することができました。

プログラムを通じて認知症の方が五感への刺激を受

け、作品を通して「褒められる」「共感を得られる」

ことで喜びを感じ、生きる意欲や潜在能力が引き出さ

れます。臨床美術で学んだ「褒める」ための手法は、

患者対応はもちろん職場内の円滑なコミュニケーショ

ンを図るためにも有効で、技能の向上を図りたいと思

いました。 

午後にはロールプレイから学ぶ対応力向上として寸

劇のビデオの上映があり２つの場面についてディス

カッションを行いました。神経心理学的検査を行う場

面では、入室時からの観察を行い必要に応じ傾聴や共

感等を入れながら個々に合わせた検査の進め方が大切

なことを学びました。また知人から家族の認知症につ

いて相談を受ける場面では、認知症に対する知識をど

のように伝えるか、院内外での啓発活動等について考

えました。今回の学びを日常業務に活かしながら、ま

た活動の場面が拡がるように自己研鑽に努めて行きた

いと思います。 
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（編集後記）今回の会報JAMTでは１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対して、自由民主党政務調査

会への申し入れについて、２）2020年度診療報酬改定の要望結果について、３）認定認知症領域検査技師日

臨技指定講習会の報告等と盛りだくさんです。 新型コロナウイルス感染症の影響で家の中の時間が増えてい

ると思われますので本号をお読みいただければと思います。本感染症に関する明確な収束の道筋は見えてい

ませんが一日も早く流行が治まることを祈っています。                   （片山） 

医学検査2017J-Stage-2号 

尿沈渣特集 
第１部 

 日本臨床検査標準協議会 尿沈渣検査 

 法指針提案の目指すもの 

第２部 

 尿沈渣検査 

第３部 

 尿沈渣アトラス 

巻頭言 

神経心理学的検査／画像検査／検体検査 

／脳波検査／超音波検

査／その他の検査 

医学検査特集J－Stage はオンデマンド印刷を行い、購入希望者へ有料頒布しています。 

医学検査特集J-Stage（Web版）は 
頒布価格3,667円 で購入できます！ 送料 

別途 

医学検査2017J-Stage-１号 

※Web版は無料で閲覧・ダウンロードが可能です 

全国学会・支部学会の書籍販売コーナーで購入できます（送料がかかりま

せん）。 

購入方法① 
会員専用サイト内の「行事番号（尿沈渣 200001238 認知症予防

200001249）」で事前参加登録を行ってください（行事番号は2020年度

用）。その後メール案内に従い振込いただくと指定場所へ郵送されます。 

購入方法② 

     いますぐアクセス 

※Web版は無料で閲覧・ダウンロードが可能です 

     いますぐアクセス 

認知症予防のための検査特集 


