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コロナの次に来るもの 
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本稿執筆時点（3 月中旬）では、21 日までの緊急事態宣言延長にも関わらず、特に首都圏では未だ新

型コロナウイルス感染症の収束には遠い状況です。その一方で、厳戒態勢の中、1 月～2 月には医療関係

の資格試験も連日行われましたが、クラスターの発生等は耳にしていません。診療情報管理士認定試験で

は、前日に発生した東北地方の地震の影響による心配もありましたが、無事に行われ、受験生は来る発表

を心待ちにしているところだと思われます。

さて、新型コロナへの対応手段として、幾多の方策が講じられているところですが、企業等のテレワー

クと並んで、教育の世界では遠隔授業が一気に注目を集めました。多くの報道にあったとおり、卒業式、

入学式は言うに及ばず、授業、医学教育に必須の実習も、休講・中止や延期の連続でした。そこで、これ

まで必要性が強調されていたものの進展がなかった遠隔授業の導入が、なし崩し的といえども一気に加速

しました。例えば本学では、社会人大学院生が増えたことへの対応として、一部導入をしていた 2 年間の

遠隔授業経験が幸いし、この大きな波を乗り越えることができました。本通信教育においても、コロナ対

応以前に、そのほとんどが社会人である受講生の働き方や、自由な時間の過ごし方も時代と共に大きく変

化をしていること、加えて教育効果を上げることが必須の課題であることから、e-ラーニングを取り入れ

ていたことが奏功し、特段の影響を受けることはありませんでした。しかし一方で、e-ラーニング等の遠

隔授業は、その場での柔軟な対応が可能な対面授業と異なり、事前準備に多大な時間を必要とします。ま

た、授業内容の見直しや改訂を頻回に行うためにはより多くのエネルギーが必要であり、本通信教育で

も、適切なシステム構築と、委員会・講師・事務局など通信教育チーム全員での対応が求められ、検討を

重ねているところです。まさにチーム医療と同じです。

ご承知のとおり、今、医療分野でも、遠隔診療、遠隔カウンセリング等が一気に現実のこととなりまし

た。今までは、現場の対応で乗り越えてきた部分も多数あるかと思いますが、好むと好まざるとにかかわ

らず、新型コロナへの対応から劇的に見直しが進むと考えます。おそらく、カウンセリングや指導はもち

ろん、診療情報管理士が深く関わる診療情報の管理や情報提供等も、オンライン化への要求は益々高くな

るでしょう。また、そうなると情報をオンラインで理解し解釈できる分かりやすさと、言い訳が不要な精

度の高さも求められることでしょう。さて、チーム医療の一員として診療情報管理士はどうしたものか。

ぜひ、コロナの次の医療を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
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◎第 14 回診療情報管理士認定試験について 

2021 年 2 月 14 日（日）、2 月 28 日（日）※ に実施した認定試験および追試験の結果は、下記

のとおりです。※2 月 13 日（土）深夜に発生した地震の影響により、宮城会場のみ追試を実施。 

受験者総数 合格者 合格率 

第 14回診療情報管理士

認定試験 
2,800名 1,748名 62.4% 

◎第 14 回診療情報管理士認定試験の結果について 

3 月 22 日（月）に通知文書を発送しました。結果に関する問合せにはお答えしておりません。 

◎受講料の納入について

次の方には、今月下旬頃に受講料納入についてメールで通知する予定です。

97 期生 専門課程受講料 110,000 円 
領収書の発行を希望する方は、事前に受講生・修了生サイトの「FAQ（よくある質問）【受講料

など】領収書の発行はできますか。」をご確認ください。

★ご注意ください★
ドコモ、au、ソフトバンクの携帯キャリアメールを連絡先に指定している方で 

この春から始まる携帯電話各社の新料金プラン（ahamo、povo、LINEMO）へ変更する場合 

①キャリアメール（＠docomo.ne.jp 等）が使用できなくなります。

新料金プランへ変更する場合は、受講生・修了生サイトのユーザ情報（メールアドレス）の変

更も、お忘れなくお願いします！

また、新たに設定した別のメールアドレスについても、事務局からのメールが受信できるよう

に、必ず「@jha-e.jp」「@jha-e.com」「@hospital.or.jp」のドメイン登録を行ってください。

②登録済の電話帳が、新料金プラン変更後に引き継げない場合があります。

新料金プランへ変更する場合は、事務局からの着信履歴がわかるように日本病院会事務局

03-5215-6647 の登録もお願いします。

※詳細は、ご自身で契約されている携帯電話各社の Web サイト等でご確認ください。 

お知らせ 

診療情報管理士教育委員会が、提供するコンテンツ（テキスト、e-ラーニングの Web 授業・練習問

題等）、月報、試験問題、印刷物、配布物、配付データ等、本教育に関する一切の著作権、商標

権、肖像権、その他権利は、診療情報管理士教育委員会または当該権利者に帰属します。

許可のないこれらのコンテンツ等の利用（複製、転載、転用、インターネットへのアップロード、

配信、販売、頒布、譲渡、貸与、掲示、録音、録画、放送、上映等）はできません。

各権利を侵害する行為が認められた場合は、法的措置を取ることがあります。各コンテンツ等につ

いては、受講生の自己学習の範囲内でご利用ください。

コンテンツ等の権利について 
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受講スケジュールと課題の詳細について 
 

 

９５期生・９７期編入生の方 ～専門課程～ 

 

９６期生・９８期編入生の方 ～専門課程～ 

 
９７期生の方 ～基礎課程～ 

 

９８期生の方 ～基礎課程～ 

 

※学習スケジュールに遅れがある方へ 

通信教育を最短で修了できるよう、一番早い次の締切日に合わせて学習を進めてください。 

延長には半年ごとに 20,000 円の延長受講料が必要です。 

ご不明な点は、事務局までお問い合わせください。 

※ここに記載されている Web授業の視聴期限と練習問題の履修期限は、科目試験を受験するための期限（条件）で 

す。 

※上記スケジュールは 3 月現在のものです。変更になる可能性もあります。変更の際は事前にお知らせします。  

Web 授業の視聴期限 2021 年 5 月 30 日（日）23：59 まで 

練習問題の履修期限 2021 年 5 月 30 日（日）23：59 まで 

科目試験受験時期 2021 年 6 月 4 日（金）～13 日（日） 

通信教育修了予定 
2021 年 7 月末 
※e-ラーニングでの学習期間は 2021 年 6月末まで 

認定試験受験予定 2022 年 2 月 

Web 授業の視聴期限 2021 年 11 月 28 日（日）23：59 まで 

練習問題の履修期限 2021 年 11 月 28 日（日）23：59 まで 

科目試験受験時期 2021 年 12 月 3 日（金）～12 日（日） 

通信教育修了予定 
2022 年 1 月末 
※e-ラーニングでの学習期間は 2021 年 12 月末まで 

認定試験受験予定 2022 年 2 月 

Web 授業の視聴期限 2021 年 5 月 30 日（日）23：59 まで 

練習問題の履修期限 2021 年 5 月 30 日（日）23：59 まで 

科目試験受験時期 2021 年 6 月 4 日（金）～13 日（日） 

※2021 年 7 月より専門課程に進級（基礎課程で履修できていない科目があっても全員進級します） 

Web 授業の視聴期限 2021 年 11 月 28 日（日）23：59 まで 

練習問題の履修期限 2021 年 11 月 28 日（日）23：59 まで 

科目試験受験時期 2021 年 12 月 3 日（金）～12 日（日） 
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◎マニュアルは、ｅ‐ラーニングシステムの「コース一覧」→「はじめに」→「ご利用方法のご案内（マニュアル）」から 
ダウンロードできます。 
 
 
 
 
 
 
 

◎受講履歴の詳細は、「ＭＹ受講履歴」から確認できます。 
◎ｅ‐ラーニングは推奨環境以外での利用は、視聴履歴が正しく登録されない場合があります。ご注意ください。 
「学研メディカルサポート Web ページ」→「推奨閲覧環境」をご確認ください。 

◎履修証明書の印刷機能は使用できません。 
◎ホーム画面のインフォメーション（お知らせ）も、必ずご確認ください。 

ｅ－ラーニングについて 

 
 

 

◎学習方法 
  各課程、章ごとにWeb授業が用意されています。 
各章に関する知識を深めるための講義です。 
(一部、テキストにはない内容も含まれています) 

   正しい視聴履歴を残すために、再生を終了する場合は 
必ず「終了する」ボタンを押してください。 

◎履修完了 
科目試験を受験するためには、Web授業の視聴期限までに 
全章を視聴し、確認問題（3問）も行い「履修完了」する必要があります。  

◎スライド資料 
著作権等の理由により、ダウンロードはできません。 

ｅ－ラーニング Web 授業 

 
 

事務局からのお知らせのほか、学研メディカル
サポートからのテクニカルに関するお知らせ（メ
ンテナンス等）も掲載されています。 
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◎受験資格 

次の条件①②をクリアした方が受験できます。 

①Web授業（または面接授業）を期限までに全て履修完了した方 

②提出用リポートを期限までに提出、またはｅ－ラーニングの練習問題を期限までに履修完了した方 

◎実施方法 

  年に２回、６月と１２月にｅ－ラーニングで実施します。対象期、実施時期に注意してください。 

  受験方法等の詳細は、事前に月報等でお知らせします。 

◎合否 

章ごとに合否判定され、不合格の章は次回の科目試験で再受験する必要があります。 

 
◎学習方法（何度でも繰り返し学習可能） 
  各課程、章ごとに練習問題が用意されています。 
  各自で学習を進めてください。 
中にはテキストにはない問題も含まれますが、 
本やネットで調べるなどして、診療情報管理士に必要な 
知識習得を目指してください。 

◎履修完了 
科目試験を受験するためには、履修期限までに全章全問題を解き、得点率を 60％以上（60％以上正解で
受講済マーク表示）にする必要があります。  
 
注意 

 受講生・修了生サイトの「進捗状況（ステータス）」は、全て完了したところで 100％の表示になります。 
 

 

 

ｅ－ラーニング 科目試験 

 

 
 

ｅ－ラーニング 練習問題 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

郵送 リポート提出 

 

 
 提出用リポートがお手元にある方へ＊ 

提出用リポートの受付は 2020年 11月で終了しました。 
e‐ラーニングの「練習問題」で単位を取得できるよう、学習を進めてください。 
 
＊対象期：96期生（基礎課程分）、９４期・９６期編入生（専門課程分）までの方 

受付終了 
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下記教材を専門課程「第 11 章国際統計分類Ⅰ」「第 12 章国際統計分類Ⅱ」の科目で使用しますの

で、各自でどちらか 1 冊の書籍を準備してください。 
 
◆「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」ICD-10（2013 年版準拠）内容例示表【簡易版】 

発行：日本病院会 
定価：4,950 円（税込）+送料 370 円 
受講生特別価格：3,960 円（税込）+送料 370 円 
問い合わせ先：日本病院共済会 TEL 03-3264-9888 

 
◆「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」ICD-10（2013 年版）準拠 第 1 巻 内容例示表 

  発行：厚生労働統計協会 
  定価：8,800 円（税込）+送料 390 円（沖縄、島しょを除く） 
  受講生特別価格：7,920 円（税込）+送料 390 円（沖縄、島しょを除く） 
  問い合わせ先：厚生労働統計協会 TEL 03-5623-4123 
  ※厚生労働統計協会発行の内容例示表は、受講生・修了生サイトにログイン後、お知らせ（教材 

・関連書籍等の購入について）からリンク先へ進み購入してください。（クレジットカード払い可） 

専門課程 各自で用意する教材 

＜よくある質問＞ 

Ｑ：どちらの書籍を購入したらいいのでしょうか。 

Ａ：通信教育の学習範囲内であれば「簡易版」で対応できます。ただし、診療情報管理士として正確

なコーディングをするためには「内容例示表」と別途「索引表」の 2 冊が必要です。ご自身で用

途を考慮したうえで購入してください。 

 
 

受講生・修了生サイトのＦＡＱ（よくある質問）もご覧ください。 
 
【各種手続き】 

◎以下は、受講生・修了生サイトにて、ご自身で変更が可能です。 
 変更があった場合は、必ずお手続きください。 
 ・氏名       ・自宅情報、勤務先情報 
 ・メールアドレス  ・パスワード 
◎退学の希望 
 退学届（受講生・修了生サイトの FAQ 参照）に記入し、FAX か郵送で申請してください。 
【受講の延長期限】 

◎延長期間を含む在籍期間：6 年間（ただし編入生は 3 年間） 
 ※受講期間（2 年間）を超え受講を継続する場合、延長受講料が必要です。 
【教材について】 

◎テキストの訂正や新旧対照表等は受講生・修了生サイトに掲載、随時更新しています。 

 
受講全般に関するお問合せは、日本病院会事務局へお願いします。 

TEL:03-5215-6647（平日 10 時～17 時） 

問合せ専用メールアドレス：shinryo@hospital.or.jp  

お問い合わせの際は、受講番号を伝えてください。 

お急ぎの場合は、お電話ください。 

受講に関する問い合わせ 

 

お

忘

れ

な

く 
新年度です！ 

異動、転居、転職など 
登録内容の変更はありませんか？ 
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学習ノススメ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
受講生・修了生サイト（お知らせ→教材・関連書籍等の購入について）では、 
株式会社日本病院共済会による推薦図書のご案内をしています。 
一般の書店では扱っていない専門書も割引価格で購入できますので、 
どうぞご活用ください。 
【紹介している本の一例】 

診療情報管理士のためのやさしい医療統計学」（じほう） 
コ・メディカル版ステッドマン医学事典（メジカルビュー社） 
イラストでまなぶ生理学 第 3 版（医学書院） 
実践＆入門 診療情報管理パーフェクトガイド 2019 年新版（医学通信社） 

 

(株)日本病院共済会による推薦図書のご案内 

基礎課程テキストの各論って、なんでこんな章分けなの？  
診療科別じゃないし、感染症からって、なんでなんだろう・・・。 

それは、診療情報管理士育成のために作られた基礎課程のテキス
トは、ICD-10 の章にあわせた順番になっているからです。 

ICD-10 は、世界の国々が同じ分類方法を持つことで、比較や評
価が可能になるように、WHO が作成した疾病等に関する世界共
通のコードです。 
現在でも新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るってい
ますが、医療が整備される前は感染症で亡くなる方が多かったこと
から、ICD では最初の章が感染症に割り当てられました。 

ICD-10（疾病、傷害及び死因の統計分類提要）全ⅩⅫ章 
               Ⅰ章 感染症及び寄生虫症（A00-B99）← 基礎課程第 4章 
               Ⅱ章 新生物＜腫瘍＞（C00-D48）← 基礎課程第 5章 
                    Ⅲ章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害（D50-D89）← 基礎課程第 6章 

               Ⅳ章 内分泌、栄養及び代謝疾患（E00-F99）← 基礎課程第 6章 

               Ⅴ章 精神及び行動の障害（F00-F99）← 基礎課程第 7章 

               Ⅵ章 神経系の疾患（G00-G99）← 基礎課程第 7章 
ICD-10 はこのような順番になっており、Ⅰ章～ⅩⅫ章まであります。 
世界中で同じコード（分類方法）を使用しているので、コードを理解すると、他の国ではどんな疾病が多いのか、また地域
による疾病の特徴もわかり、興味深いですね。 
 
 

基礎医学と ICDは 
リンクさせて学習しよう！ 
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