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日　時：平成14年５月15日（水）～17日（金）
会　場：仙台国際センター

仙台市民センター・宮城県民会館・せんだいメディアテーク
宮城県スポーツセンター

テーマ：『過去と未来の融合』
これまで・これから医学検査新時代

学会ホームページ�http://www.miyagi-ringi.or.jp/51st/index.htm

事　業　部　か　ら　の　お　知　ら　せ

第51回 日本医学検査学会のご案内

平成14年度
通常総会（決算総会）のお知らせ

第160号（１）2002年（平成14年）５月１日 大 臨 技 ニ ュ ー ス

55 月月 のの
行行 事事 予予 定定

９日（木） 化学定期

大臨技理事会

10日（金） 病理細胞定期

15日（水） 生理定期

日本医学検査学会

16日（木） 日本医学検査学会

17日（金） 日本医学検査学会

21日（火） 血清定期

23日（木） 決算総会

24日（金） 一般定期

29日（水） 情報特別講演会

平成13年度
通常総会（予算総会）開催される
平成13年度通常総会（予算総会）が、去る３月28日（木）に午後６時30分から

午後８時まで、大阪市立大学医学部４階中講義室において開催されました。
予算総会の詳細につきましては５月発行の会報第185号にて報告させてい

ただいています。
新任役員からのご挨拶は、次号（６月号）に掲載させていただきます。

平成13年度で退任される役員の皆様、ご苦労様でした。
（左より田畑理事、小林理事、永尾理事、黒川常務理事、山名理事）

司会の杉山氏、乾氏

朝山会長のあいさつ

感謝状を受けられる藤岡氏

平成14年度決算総会が下記の要領で開催されます。
平成13年度決算等に関する重要な総会です。会員各位の多数の参加をよろ
しくお願いいたします。

日　時：平成14年５月23日（木）18：30～
場　所：大阪市立大学医学部　４階中講義室



４月の診療報酬改定で検体検査実施料
は、大幅な引き下げになった。当会は今
回の改定における検体検査の影響度を調
査した。

１）診療報酬改定の基本的考え
長期入院に係る保険給付の見直し、
特定機能病院等における医療機関別
包括評価の導入、患者ニ－ズの多様
化に対応するための特定療養費制度
の見直しなど。

２）病院全体の具体的影響
①再診料の見直し
②管理料、指導料、加算の見直し
③手術の見直し
④検体検査の引き下げ
⑤放射線科の引き下げ
⑥リハビリ－テ－ションの体系的な
見直し
⑦入院基本料の見直し
⑧未実施の減算（蓐瘡対策・医療安
全管理体制・院内感染対策・入院
治療計画）

３）診療報酬改正検における検査の影響
度分析（７病院に関して／右図）
試算方法は１ヶ月間のレセプトから
検査部門のデ－タ－を引き出し新点数
に置き換え現在の点数と比較した。

４）まとめ
今回の診療報酬改定で、今後一般
病床は、入院基本料と平均在院日の
短縮でベット数の減少が予想され、
療養病床では、集団のリハビリとレ
ントゲンが入院基本料に包括され大
きな減収になり、介護保険ベットへ
の移行が考えられます。
このような厳しい医療情勢の中、
我々技師は何をしなければならない
のか、みんなで考えていかなければ
なりません。医療の中の検査はなく

診療報酬が大幅改定される

なりませんが、病院の検査室がなく
なる可能性は充分あります。病院の
検査室が病院にとって必要かどうか
は技師長しだいです。
今まで、診療報酬面での分析はよ
くされていましたが、最近、病院で
は病棟・検査等部門ごとのコスト管
理分析をおこない経費節減を行って
いる施設が増えています。検査室の
中でも今後必要な事は、詳細なコス
ト管理だと思います。

（２） 大 臨 技 ニ ュ ー ス

先日、ファーストフードの店に入った時の事。 前のお客さ
んの注文を取ると「以上でよろしいでしょうか？」と無表

情に店員さん。お客さん「以上」が良く分からなかったらしく
「いじょう？いじょうってなんや？」と。それでも店員さん「ご
注文は以上でよろしいでしょうか？」と無表情で念押し。ここ
でお客さんが「いじょうなんか頼んでへん！」と言うとお笑い
になるんだけど、それは無かった。ちょっと残念・・・。
つまり、この手の店に限らず最近はサービスの統一化とかで
物事なんでもマニュアル化、なんだそうで。作業手順や商品の
並べ方ならともかく、接客での言葉使いまでマニュアル化する
必要があるのだろうか、と。
この店員さんはマニュアルに忠実だったから店としては満点
なんだろうけど、お客さんからしてみたらそれはどうなんだろ
う？ロボットと話してるんじゃないんだから。表情も無く決ま
ったことしか言わないような接客されるくらいなら、「券売機で
食券」にしてもらった方がまだ親切なような気がする。言葉の
使い方がおかしかろうとなんだろうと、市場のオッサンと掛け
合って買い物してるような、心ある対応をしてもらう方がよっ
ぽどサービスのような気がするけど、いかがなもんだろうか？
と、健診してる時の受検者への対応を、自分なりに言い訳して
みたりして。

大阪鉄道病院　保健管理部　大江　泰浩

�真・技術系メーリングリストＦＡＱ
� http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5656/
技術系メーリングリストに関して、どのようにして参加すべ
きなのかなどが書いてあります。医療系でも、専門的な内容の
ことについて話し合うメーリングリストに参加するなら、見て
おいた方がいいかも。

� 医療事故防止対策ガイドライン
� http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/iryo/guideline/index.htm
大阪府健康福祉部医務・福祉指導室医療対策課によって作
成されたもの。 色々と参考になることが多いので、是非チェ
ックしておきましょう。

� 医療改善ネットワーク（ＭＩネット）
� http://www.mi-net.org/
日本の医療において、「患者の権利」を基本として医療の
改善に取り組んでいる市民運動のサイト。法律関係・医療関
係・医療コンシューマの方々など、様々な人が参加している。

今回のウエブサイト紹介は
広報部 真鍋史朗（京阪病院）さんからです。

ウ　　ェ　　ブ　　　　　サ　　　イ　　　ト 
知って

 

得する
 

同一の病床規模であっても検査オーダーにより影響度の違いが生じている。

診療報酬改正における検査の影響度分析表 
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（４） 大 臨 技 ニ ュ ー ス

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾ 事務局から ✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

１．平成14年度会費納入が未納の方は，できる限り早い時期に納入してください。

詳細は大臨技ニュース156号（１月）、157号（２月）をご覧ください。

２．会員の「継続」、「入会」、「異動」などの届出は、日臨技ホームページのJAMTIS、

または所定用紙の郵送でお願いします。TEL、FAXでの届出はご遠慮ください。

なお、JAMTISによる届出方法に関する詳細、所定の郵送用届出用紙の綴じ込みは、

会誌「医学検査2002年１月号Vol.51、NO.1」「大臨技会報185号」に掲載されています。

３．「会員証」「パスワード」の再発行も同様です。特に会員証再発行は有料（300円）

ですのでご了承下さい。

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

皆さんのご意見、情報等お待ちしております。

FAX：06-6644-1128 E-mail：imai@osaka-amt.or.jp
郵送の場合は大臨技事務所までご送付下さい。

人間、生きていく上で様々な人と
の出会いがあるのは当然のことだと
思うのだが、多くの人と出会いを重
ねるうちに既知の人とダブって見え
たりしたことはないだろうか。それ
は容姿であったり、印象であったり、
話し方であったりと、受け止め方は
多種多様で、特に思い入れがある人
と似ている場合には良くも悪くも先
入観が先行してしまうこともあるか
もしれない。
「初対面なのに何故か初めて会っ

た気がしない…」などというのは、
すでに右脳に類似するデータがスト
ックされているからだと私は考えて
いるのだが、相手のそのデータを間
接的に知ることによって自分が一体
どのように思われているかを分析で
きるのではないだろうか。
つい最近、患者さんに「どこかで

会った？」と聞かれ、私自身もその
患者さんを見かけたことがあるよう
な気がしていた。話をしていくうち
にどうやら、私の前の職場であるク
リニックに受診されていた可能性が
高いことが判明した。しかし、なぜ
その患者さんは私を覚えていたの
か？理由は私が彼の『幼なじみ』と
よく似ていたかららしい。その後、
検査結果の説明をしにその患者さん
の元を訪ねると、「いやぁー、本当
に気持ち悪いほどよう似てるわー、
今度写真見せたろか？」としみじみ
言われた。
「気持ち悪いほど」そこまでいわれ
た経験はいまだかつてない。怖いも
の見たさの気分で、一度お会いして
みたいものだとすら考えてしまった。

（山田　真規子）


