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№.2770 2020 年 1 月 1 日
視点 人生100年時代の社会保障を提言
座談会 全世代型社会保障に向けて〈上〉―すべての世代が安心して暮らせる社会へ
秋山弘子 江利川毅 宮本太郎 渡辺俊介
論評 三位一体改革への病院の対応
池上直己
病院等の働き方改革最前線④ 時間外労働の上限規制（医師以外）
大澤範恭
小説 彩雲 16
福ゐ行介
潮流
診療報酬改定率本体プラス0.55％に
国保制度改善全国大会が開催
全世代型社会保障検討会議が中間報告
自公が全世代社会保障改革へ提言
社会福祉連携推進法人創設へ
ＮＥＷＳ 介護保険部会が補足給付の見直しを了承 ほか
新春随想 釜萢 敏 濃沼信夫 大塚義治 松岡正樹 河﨑茂子 森 昌平
年金の動き
第51回診療報酬請求事務能力認定試験 医科・学科試験問題の解答と解説
編集室 ワードカプセル

№.2771 2020 年 1 月 11 日
視点 介護人材の処遇改善へ丁寧な調査分析を
座標
介護保険部会が制度改正へ意見書

清谷哲朗

協会けんぽの保険料率は10％据置き
国立大病院が消費税で影響調査
厚労省が指導・監査の実施状況発表
インタビュー 未来に向けて社会保障の姿を切り開く１年に
厚生労働大臣 加藤勝信
連載 薬価制度70年を振り返る⑫ インタビュー ジェネリック医薬品の使用促進の取り組みをめぐって
磯部総一郎 城克文
レコーダ 第20回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（上） がん対策の課題と取り組みを解
説
座談会 全世代型社会保障に向けて〈下〉―すべての世代が安心して暮らせる社会へ
秋山弘子 江利川毅 宮本太郎 渡辺俊介
新連載・崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第１回 なぜ病院経営は困難を極めるのか
世古口務
浪速で医療・介護を考える㊸ パターナリズムから協働のＡＣＰへ進展
川合秀治
小説 彩雲 17
福ゐ行介
潮流
医師数は32万7210人
介護事業経営概況調査結果を公表
8020推進財団がフォーラム
ＭｅｄＰＡが設立10周年で講演会
ＮＥＷＳ 中医協が「重症度、医療・看護度」の見直しを議論 ほか
新春随想 安藤高夫 古屋範子 足立信也 小池 晃 福島みずほ 古都賢一 源河真規子 井伊久美子
篠原正人
雇用・労働の動き
第51回診療報酬請求事務能力認定試験 医科・実技試験問題の解答と解説
編集室 ワードカプセル

№.2772 2020 年 1 月 21 日
視点 全世代型地域包括ケア保険
座標

四病協が賀詞交歓会
日医が医業の第三者承継で考え方
病院の収益性が向上
30年度高齢者虐待の調査結果
動向 社会保障関係費は32兆6323億円に伸びは１兆円超える―厚労省予算案は32兆9861億円
論評 改正介護保険制度を考える～介護保険制度20年間を踏まえて～
結城康博
レコーダ 第20回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（下） 障害者の問題、包括的支援の構
築を解説
随想―視診・聴診 地域医療構想
高山哲夫
小説 彩雲 18
福ゐ行介
潮流
介護保険部会が意見書まとめる
介護人材確保や施設整備で新規事業
「看護必要度」でシミュレーション
ＮＥＷＳ 中医協が改定の「議論の整理」を了承 ほか
経済スコープ
療養の給付の取扱いについて
第51回診療報酬請求事務能力認定試験 歯科・学科・実技試験問題の解答と解説
編集室 ワードカプセル

№.2773 2020 年 2 月 1 日
視点 令和２年度の厚労行政の課題
座標
安倍首相が施政方針演説
四病協がタスク・シフトで意見書
オンライン資格確認で通知
WAMが医療法人の経営レポート
動向 介護・認知症対策へ法案提出 地域医療構想など一体的に―全国厚生労働部局長会議
論評 語り継ぐ医療政策：老人病院のサービスと経済の30年⑧ 老人定額包括払い制導入による「介護力強

化」と費用・サービスの変化を考える（上）
高木安雄
病院等の働き方改革最前線⑤ 時間外労働の上限規制（医師）
大澤範恭
小説 彩雲 19
福ゐ行介
潮流
中医協が静岡県富士市で公聴会
認知症本人大使「希望大使」を任命
ＮＥＷＳ 公立・公的病院の再編統合の再検証で通知 ほか
年金の動き
療養の給付の取扱いについて
令和２年度診療報酬改定の議論の整理 「議論の整理」にもとづく区分番号・診療行為別の改定項目
編集室 ワードカプセル

№.2774 2020 年 2 月 11 日
視点 認知症に一層の理解を
座標
かかりつけ薬剤師指導者協議会開く
循環器病対策推進協議会が初会合
日医が医師の副業で緊急調査
内閣府が認知症の世論調査
連載 薬価制度70年を振り返る⑬ インタビュー 医薬品産業の振興と薬価制度のあり方―イノベーション
の評価はどのように進められてきたか
武田俊彦 城克文
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第95回定例研修会から 戦略的病院経営への変革プロセス
北島明佳
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第２回 コメディカル職員の意識改革① ―看護部の取り組み
世古口務
浪速で医療・介護を考える㊹ 今後の臨床医療思想文化 ＡＣＰを広める力になる
川合秀治
小説 彩雲 20

福ゐ行介
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『現代診療報酬の史的考察』
潮流
協会けんぽが県単位保険料率を決定
障害者入所施設検討会が報告書案了承
障害福祉サービス経営調査を公表
ＮＥＷＳ 地域医療体制確保加算を新設 ほか
雇用・労働の動き
令和２年度診療報酬改定の個別改定項目
編集室 ワードカプセル

№.2775 2020 年 2 月 21 日
視点 急性期の医師数増を
座標
厚労省が医療政策研修会を開催
統計改革検討会が初会合
ジェネリック医薬品の使用促進へ
国民健康・栄養調査の調査を発表
動向 医師等の働き方改革 重点課題に位置付けきめ細かな対応図る―令和２年度診療報酬改定を答申
随想―視診・聴診 振り返りも必要
高山哲夫
小説 彩雲 21
福ゐ行介
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『小山剛の仕事－地域包括ケアの原点』
潮流
中医協の支払・診療側委員が会見
かかりつけ薬剤師指導者協議会開く
認知症国際アジア会議を開催
認知症の当事者団体が国会で集会
高血圧治療用アプリで説明会
ＮＥＷＳ 厚労省検討会が救命救急士の活用の具体案を議論 ほか
経済スコープ

療養の給付の取扱いについて
編集室 ワードカプセル 34

№.2776 2020 年 3 月 1 日
視点 データ循環型社会の提案
座標
全世代型会議が介護の生産性を議論
全自病が都市部の救急機能を分析
７割の病院が赤字経営に
健保連が都道府県別データ集を公表
レコーダ 保健医療福祉情報システム工業会が創立25周年のシンポジウム開く―ＪＡＨＩＳ25周年シンポ
レポート データ循環型社会と健康・医療・介護―ＪＡＨＩＳ2030ビジョン
動向 前回の方向性踏まえ入院医療を見直し医療機能の分化促す―令和２年度診療報酬改定を概観
新連載 霞ケ関と現場の間で①『平成の社会保障』を刊行して
中村秀一
病院等の働き方改革最前線⑥ 医師の宿日直の労働時間としての取扱い
大澤範恭
小説 彩雲 22
福ゐ行介
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『コンパショノミクス―思いやりが違いを生む画期的な科学的証拠』
潮流 高齢者医療・国保主管課長会議開く
ＮＥＷＳ 介護保険部会が第８期計画の基本指針案を議論 ほか
年金の動き
第51回診療報酬請求事務能力認定試験 合格者一覧
編集室 ワードカプセル

№.2777 2020 年 3 月 11 日
視点 国家資格としての介護福祉士とは
座標

薬価基準の全面改定を官報告示
有床診療所の将来像を検討
2020年度の国民負担率は44.6％
厚労省が社会福祉施設調査を公表
レコーダ 虎の門フォーラムの新春座談会から 社会保障改革の課題と展望～2040年を見据えて～
厚生労働事務次官 鈴木俊彦
動向 かかりつけ機能の情報提供を充実 患者の理解求める─機能強化加算や情報提供料見直し
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第３回 コメディカル職員の意識改革② ―薬剤部の取り組み
世古口務
浪速で医療・介護を考える㊺ 病院での病名告知後の在宅療養での明るさ望む
川合秀治
小説 彩雲 23
福ゐ行介
潮流
外国人患者受入実態の調査結果を公表
コロナウイルス対策で事務連絡
ＮＥＷＳ 医療保険部会が後期高齢者の窓口負担の議論開始 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2778 2020 年 3 月 21 日
視点 主治医制は維持できるか？
座標
年金改正法案が国会に提出
日医の外国人医療対策委員会が報告書
新型コロナの緊急対応策第２弾を決定
新型コロナのＰＣＲ検査を保険適用
論評
語り継ぐ医療政策：老人病院のサービスと経済の30年⑨ 老人定額払い制導入による「介護力強化」と費
用・サービスの変化を考える（中） 高木安雄
単回使用医療機器の再製造―最近の動向 上塚芳郎
随想―視診・聴診 地域の衰退
高山哲夫

小説 彩雲 24
福ゐ行介
潮流
令和２年度診療報酬改定を告示
令和２年度薬価制度の見直し
厚労省が介護保険課長会議の資料公表
慢性期リハビリ学会でシンポ
ＮＥＷＳ 厚労省検討会が外来機能の報告制度の創設を議論 ほか
経済スコープ
令和２年度診療報酬改定の概要
編集室 ワードカプセル

№.2779 2020 年 4 月 1 日
視点 ＩＣＴの活用で子育て支援を
座標
新型コロナ対応で医療関係者協議会
日医の医師の働き方委員会が報告書
電話再診・オンライン診療を拡大
医師国試の合格率は92.1％
レコーダ
第21回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（上） 2040年に向けた社会保障改革を解説
医療経済フォーラム・ジャパン主催 第96回定例研修会から 人口変動と医療保険財政―持続可能な制度
構築に向けて― 小黒一正
論評 「国民ファースト」の新型コロナウイルス対策―リスク・トレードオフとリスク伝達の視点から―
安川文朗
霞ケ関と現場の間で② 20年を迎えた介護保険
中村秀一
病院等の働き方改革最前線⑦ 「同一労働同一賃金」のススメ
大澤範恭
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『平成の社会保障－ある厚生官僚の証言』
潮流
2021年度介護報酬改定へ議論開始
医療部会が外来医療の明確化を議論

第４期特定健診・保健指導の見直しへ
ＮＥＷＳ 地域医療構想ＷＧが実態分析を議論 ほか
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2780 2020 年 4 月 11 日
視点 アウトカム評価の拡充は丁寧な議論を
座標
日医が新型コロナで「危機的宣言」
医薬品の安定確保で関係者会議
４月１日からの制度変更
がんの５年と10年の生存率を発表
論評 オーストリアにおける地域共通電子カルテ（ＥＬＧＡ）について
松田晋哉 鈴木邦彦
レコーダ 第21回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（下） 地域共生社会への展望と取り組
みを解説
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第４回 コメディカル職員の意識改革③ ―栄養部（管理栄養士、給食調理
員）の取り組み
世古口務
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『賃上げ立国論』
潮流
コロナ対応で初診からオンライン診療
議員の会がコロナ対策で緊急提言
介護報酬改定の効果検証を報告
ＮＥＷＳ 医療保険部会が改革工程表の事項や傷病手当金を議論 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2781 2020 年 4 月 21 日
視点 医療崩壊の危機
座標
厚労省が「生活を守る」チームを設置

介護報酬の口腔機能向上加算へ手引き
人工呼吸器配分の判断プロセスのひな形
医療事故発生件数は373件
インタビュー 診療報酬で働き方改革に手当てし医師の労働時間削減の成果に期待
厚生労働省保険局医療課長 森光敬子
論評 深刻化する介護人材不足 ～介護保険21年目を迎えて～
結城康博
動向 緊急経済対策 医療崩壊を防ぐため提供体制の確保を―新型コロナウイルス感染拡大に対応―
随想―視診・聴診 感染症対策に思う
高山哲夫
潮流
緊急経済対策の診療報酬対応を了承
データに基づく診療報酬改定分析
休業要請受けた通所介護事業者を支援
全員加盟の医師会組織の実現へ
日看協が病院看護実態調査の結果公表
日本認知症本人ＷＧが自治体に調査
ＮＥＷＳ 医道審部会が専攻医募集のシーリングを協議 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2782 2020 年 5 月 1 日
視点 院内感染を防ぐために
座標
安倍首相「診療報酬の倍増」を明言
日医が新型コロナ対応で要望書
柔整療養費の改定率は＋0.27％
「在宅療養推進法」の制定を
インタビュー 令和２年度診療報酬改定 機能強化加算や働き方改革対応 支払側委員との議論の結果を評
価

日本医師会常任理事 松本吉郎

論評 市町村における地域医療計画の役割を考える―東京都国立市の取り組みを中心に
山路憲夫
霞ケ関と現場の間で③ パンデミックの渦中で
中村秀一

病院等の働き方改革最前線⑧ 「同一労働同一賃金」への具体的な対処法
大澤範恭
潮流
データに基づく診療報酬改定分析（下）
中医協が新型コロナの特例対応を了承
支払基金が審査事務集約化計画を策定
ＮＥＷＳ 健保連の新会長に宮永俊一氏 ほか
年金の動き
資料 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取り扱い
編集室 ワードカプセル

№.2783 2020 年 5 月 11 日
視点 認知症本人の意見の反映を
座標
新型コロナ治療薬を特例承認
日医が各種健診で留意点
介護療養病床の転換意向を調査
後期高齢者の平均保険料6397円
インタビュー オンライン資格確認に向けて 保険の根幹である資格確認を確実に行い医療のデジタル化イ
ンフラを整える
厚生労働省保険データ企画室長 山田章平
論評 新型コロナ感染に求められる介護施策
結城康博
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第５回 コメディカル職員の意識改革④ ―臨床検査部の取り組み
世古口務
潮流
厚労省と医療関係団体の協議会を開催
中医協が新型コロナの特例対応を了承
四病協が新型コロナ診療体制で要望書
自民が新型コロナ医療系議員団発足
要介護者のリハ提供検討会が初会合
日医の地域包括ケア委員会が提言
ＮＥＷＳ 厚労省のPCR人材確保懇談会が開催 ほか

雇用・労働の動き
資料 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱い（続）
編集室 ワードカプセル

№.2784 2020 年 5 月 21 日
視点 どうなる骨太方針
座標
知事会が新型コロナで緊急提言
認知症のリスク低減でガイドライン
新型コロナ患者受入病床は１万4486床
医師臨床研修の対応で事務連絡
動向 地域共生社会の実現へ 社会福祉法等改正案の国会審議が開始―包括的な支援体制の構築を目指す
論評 医療介護レセプト総合データベースを活用した副作用スクリーニングシステムの試験的開発
松田晋哉 得津慶 藤本賢治 松岡真澄 大谷誠 藤野善久
随想―視診・聴診 ボランティアも危機
高山哲夫
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『皆保険と医薬品産業の未来に向けて―薬価制度70年を振り返る』
潮流
年金改正法案が衆院を通過
高額薬価のゾルゲンスマを保険収載
医道審分科会が医師養成の報告書
ＮＥＷＳ 中医協が新型コロナの抗原検査を了承 ほか
経済スコープ
資料 新型コロナウイルス感染症に係る検査の取扱い
編集室 ワードカプセル

№.2785 2020 年 6 月 1 日
視点 新型コロナの影響で病院経営が悪化
座標
新型コロナ対応で診療報酬３倍に
全世代型社保検討会議最終報告が延期
日医が新型コロナの経営影響調査

健保連と協会けんぽが高額薬剤で見解
インタビュー 令和２年度診療報酬改定 病棟転換の加速化など期待 国民皆保険を守る手立てを
健康保険組合連合会理事

幸野庄司

論評 日常生活圏域ニーズ調査を活用した地域課題の分析手法の開発
松田晋哉 村松圭司 藤本賢治 得津 慶 峰 悠子 大谷 誠
霞ケ関と現場の間で④ 原典で読む社会保障政策
中村秀一
病院等の働き方改革最前線⑨ 介護職員の処遇改善
大澤範恭
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『「自分らしく生きて死ぬ」ことがなぜ、難しいのか―行き詰まる「地域包括ケ
アシステム」の未来』
潮流
第２次補正予算で大学病院に支援を
３病院団体が新型コロナの影響調査
社会福祉法等改正案が衆院で可決
ＮＥＷＳ 救急・災害時の医療情報活用の仕組みを議論 ほか
年金の動き
資料 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱い⑶
編集室 ワードカプセル

№.2786 2020 年 6 月 11 日
視点 支払基金の審査事務集約化計画
座標
経済財政諮問会議が骨太方針を議論
産業保健の新型コロナ対策で提言
厚労省が新型コロナの医療状況を発表
全自病が新型コロナで影響調査
インタビュー 業務の効率化と審査の充実へ 支払基金改革に一身を賭す
社会保険診療報酬支払基金理事長 神田裕二
動向 新型コロナへの対応で交付金など大幅に拡充 厚労省分は約５兆円に―第２次補正予算案を閣議決定
論評 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例
大澤範恭

崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第６回 コメディカル職員の意識改革⑤ ―リハビリテーション部の取り
組み 世古口務
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『日本の医療―制度と政策「増補改訂版」』
潮流
介護・障害事業所の職員に慰労金
社会福祉法等改正案が参院で審議開始
改正年金法が参院で成立
新型コロナの入院料の診療報酬３倍に
ＵＡゼンセンが労働者の安全確保要請
ＮＥＷＳ 社保審分科会が３年度介護報酬改定の議論再開 ほか
雇用・労働の動き
資料 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱い⑷
編集室 ワードカプセル

№.2787 2020 年 6 月 21 日
視点 コロナ第二波へ備えよ
座標
製薬団体が新型コロナ対応で要望
全世代型社保会議が最低賃金を議論
日医が2021年度概算要求で要望
後見制度支援信託の利用状況を公表
論評 新型コロナの実態予測と今後に向けた提言（上）
高橋 泰 武藤真祐 加藤雅之
動向 社会福祉法等改正法が参議院で可決・成立 包括的支援体制を整備―重層的支援体制整備事業を創設
随想―視診・聴診 コロナウイルス感染
高山哲夫
潮流
合併で400床以上の地ケア病棟認める
四病協が来年度予算概算要求で要望
地域生活支援拠点整備の調査で報告書
少子化社会対策大綱が閣議決定
ＮＥＷＳ 中医協部会が薬価調査実施で業界からヒアリング ほか

経済スコープ
資料 オンライン資格確認導入の手引き 【医療機関・薬局の方々へ】
編集室 ワードカプセル

№.2788 2020 年 7 月 1 日
視点 薬価の中間年改定をどうする
座標
厚労相がデータヘルス集中改革プラン
新型コロナ対応で病床確保計画
日医の医師働き方検討会が答申
４月収益は入院外来とも10％弱減
インタビュー
診療報酬改定 口腔機能の継続管理を主眼に改定

院内感染防止の理解の徹底求める 厚生労働省歯科医

療管理官 小椋正之
口腔機能の継続管理の取り組み 加算の新設など受け推進を期待 日本歯科医師会常務理事 林正純
論評 新型コロナの実態予測と今後に向けた提言（下）
高橋 泰 武藤真祐 加藤雅之
霞ケ関と現場の間で⑤ 苦境に立つ病院経営
中村秀一
病院等の働き方改革最前線⑩ 職場におけるハラスメント防止対策
大澤範恭
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『日本医療保険制度史〔第３版〕』
潮流
健康情報活用検討会が「意見の整理」
中医協が２年度改定の検証項目了承
利用者の６割が心身機能低下に
介護職員への慰労金支給の詳細示す
ＮＥＷＳ 中医協部会が令和２年度薬価調査案を議論 ほか
年金の動き
資料 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業（医療分）
編集室 ワードカプセル

№.2789 2020 年 7 月 11 日
視点 医療的ケア児者へのサービスの充実を
座標
規制改革会議が答申
ＵＡゼンセンなど３団体が要請書
国民年金の最終納付率は76.3％
医療的ケア児者の生活実態調査を公表
レコーダ 日医会長に中川俊男氏が当選 医療政策に「是々非々で対応」
インタビュー 湘南ヘルスイノベーションパークの挑戦と今後の展望
藤本利夫
論評 医療・介護レセプト連結データを用いた高齢股関節骨折患者の医療介護サービス利用状況の分析
松田晋哉 藤本賢治 藤野善久
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第７回 コメディカル職員の意識改革⑥ ―歯科衛生士の取り組み
世古口務
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『エンド・オブ・ライフケアの臨床倫理』
潮流
全世代型社会保障検討会議が中間報告
日薬の山本信夫会長が４選
治療用アプリが国内初の薬事承認へ
要介護認定率の低下傾向続く
リハ提供体制検討会が手引き案を了承
医療機関の不適切ＨＰの状況報告
ＮＥＷＳ 介護給付費分科会が自立支援や人材確保を議論 ほか
雇用・労働の動き
資料
新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の臨時的な取扱い⑸
緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ
編集室 ワードカプセル

№.2790 2020 年 7 月 21 日
視点 廃県置藩
座標
骨太方針2020の原案を提示

薬剤師の養成・資質向上へ議論
医師会病院の新型コロナの影響で調査
国保中央会が平均自立期間を公表
インタビュー
調剤報酬・薬価改定 患者・国民が求める薬剤師業務を期待 薬価制度改革でイノベーションを重視 厚
生労働省薬剤管理官 田宮憲一
対物業務から対人業務にシフト エビデンス示し薬剤師の業務を評価 日本薬剤師会常務理事 有澤賢二
論評 語り継ぐ医療政策：老人病院のサービスと経済の30年⑩ 老人定額払い制導入による「介護力強化」
と費用・サービスの変化を考える（下）
高木安雄
随想―視診・聴診 優しさの欠如
高山哲夫
潮流
協会けんぽ元年度決算は5399億円黒字
４月診療分の件数・金額が激減
ＮＥＷＳ 医 療保険部会の制度改革の議論は年末にとりまとめ ほか
経済スコープ
療養の給付の取扱いについて
編集室 ワードカプセル

№.2791 2020 年 8 月 1 日
視点 対物業務から対人業務へ
座標
未来投資会議の成長戦略を閣議決定
日医が５月レセプト調査の結果を発表
GPIFが2019年度業務報告書を公表
通所介護・リハ、短期入所の受給者減
インタビュー 地方自治体の医療・保健・介護・福祉 業務支援の専門家集団へ
国民健康保険中央会理事長 原勝則
論評 語り継ぐ医療政策：老人病院のサービスと経済の30年⑪ 老人定額包括払い制導入による「介護力強
化」と費用・サービスの変化を考える【補論】
高木安雄
霞ケ関と現場の間で⑥ 日本医師会長の交代に思う

中村秀一
病院等の働き方改革最前線⑪ 病院における賃金制度の在り方
大澤範恭
潮流
骨太方針2020が閣議決定
2019年診療行為別統計を発表
外保連が新型コロナの影響を報告
「医師確保を目指す知事の会」が提言
コロナ議連が医療団体からヒアリング
循環器対策推進基本計画案まとめる
医療扶助に関する検討会が初会合
ＮＥＷＳ 中医協が薬価調査の実施計画を了承 ほか
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2792 2020 年 8 月 11 日
視点 コロナ禍におけるオンライン診療
座標
日医が感染防止の「安心マーク」
厚労省がマスク対策の方針変更
ＶＨＪ研究会が病院経営調査
平均寿命は男女とも過去最高更新
論評 フランスにおける開業医療職のメンタルヘルスの現状とその対策について
松田晋哉 村松圭司 得津慶
動向 市町村国保は制度改革で初の黒字 後期高齢者医療は７年ぶり赤字に―厚労省が平成30年度の財政状
況を発表
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第８回 コメディカル職員の意識改革⑦ ―医事課の取り組み
世古口務
潮流
規制改革実施計画が閣議決定
医師の勤務実態調査の結果を公表
データヘルス改革集中プランを確認
協会けんぽが３兆円超の準備金を議論
経団連がヘルスケアで提言
公私病連が新型コロナ影響調査
保険薬局協会が新設加算の算定調査

ＮＥＷＳ 医務技監に福島靖正氏が就任 ほか
雇用・労働の動き
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2793 2020 年 8 月 21 日
視点 急性期医療改革を加速せよ
座標
新たな日常の成長戦略へ審議開始
２年版高齢社会白書が閣議決定
国保中央会が４月分介護給付費を公表
合計特殊出生率の差は1.63に
動向 新型コロナによるオンライン診療の特例措置を検証―厚労省が３か月の実績を公表
論評
三位一体改革の考え方 働き方改革が始まると何が起きるか（上） 高橋
当事者の主体性と“ケイパビリティ”から考える難聴者福祉の課題 坂本秀樹
随想―視診・聴診 マスク
高山哲夫
潮流
日医総研がオンライン診療でＷＰ
健保連が新型コロナの財政影響調査
３病院団体が第１四半期経営調査発表
医師事務作業補助研究会が実態調査
介護保険担当課長会議の資料を公表
全国リハ医療関連団体協議会が要望
障害サービス報酬改定へヒアリング
日医の健康食品安全対策委が報告書
ＮＥＷＳ 新型コロナの感染状況６指標で判断 ほか
編集室 ワードカプセル

№.2794 2020 年 9 月 1 日
視点 データヘルスの集中改革プラン
座標

泰

四病協が新型コロナ含む税制改正要望
厚労省のテレワーク検討会が初会合
病院の耐震化率が76％に上昇
新型コロナの子どもへの影響調査
インタビュー 病院にきく・急性期勤務医負担軽減の実施は簡単ではない
日本病院会副会長 島弘志
論評
三位一体改革の考え方 働き方改革が望ましい方向に進むための５つの提言とビジョン（下） 高橋 泰
新型コロナウイルス感染症と地域医療計画 松田晋哉
霞ケ関と現場の間で⑦ コロナの夏の厚労省人事
中村秀一
病院等の働き方改革最前線

最終回 病院・診療所、介護事業所の売上を伸ばす働き方改革実践戦略

大澤範恭
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『苦手科目を得意科目に

身につく役立つ社会保障』

潮流
介護保険７月審査分は給付費＋4.3％
国保連６月審査決定点数は▲12.4％
厚労省が新型コロナの状況を整理
ＮＥＷＳ 中医協が２年度改定の経過措置の半年延長を議論 ほか
年金の動き
療養の給付の取扱いについて
編集室 ワードカプセル

№.2795 2020 年 9 月 11 日
視点 審査支払の効率化へ議論を開始
座標
安倍首相が新型コロナの転換策示す
国民皆保険維持へ議連が発足
奈良県が診療報酬単価引上げ求める
老施協が介護報酬プラス改定を要望
インタビュー 全世代型社会保障の構築に向けて 現役世代の負担増を避ける改革を
健康保険組合連合会会長

宮永俊一

動向 概算医療費は総額43.6兆円に伸び率は2.4％―2019年度の概算医療費を発表
論評 恒久措置の観点から新型コロナ対策を考える
喜多村悦史
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第９回 医師の意識改革
世古口務
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『日本のセーフティネット格差―労働市場の変容と社会保険』
潮流
インキュベーション事業の授賞式開く
審査支払機能在り方検討会が初会合
国保中央会の岡𥔎会長、原理事長再選
医師の働き方改革の議論再開
医学部の臨時定員は2022年度も維持
感染症部会がインフル流行に備え方針
精神科救急医療体制のＷＧが初会合
障害サービス報酬改定に向け論点案
ユニット型施設の普及促進で報告書
ＮＥＷＳ 介護給付費分科会が３年度改定へ介護保険施設を議論 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2796 2020 年 9 月 21 日
視点 オール２割でどうか
座標
新型コロナ対策の秋冬に備え討論
新型コロナ支援金の執行状況公表
３病院団体が７月の経営状況調査
保育所の待機児童が過去最少
レコーダ 新型コロナ感染症対策が最大の課題 介護は自立支援・重度化防止に軸足 厚労省の医務技監・
局長が就任会見
随想―視診・聴診 落とし穴
高山哲夫
潮流
回復期リハ病棟も新型コロナの影響
介護報酬改定で２巡目の議論開始
効果的な感染防止対策を

入院分科会が改定影響調査項目を了承
産科補償制度見直し検討会が初会合
地域医療研修の期間拡大を議論
６月診療分は減少幅が縮小
日薬が新型コロナの影響調査
新型コロナ重症症例の死亡は２割
ＮＥＷＳ 厚生労働事務次官に樽見英樹氏 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2797 2020 年 10 月 1 日
視点 ＩＣＴの活用で医療的ケア児を支援
座標
厚労省の３年度概算要求は約33兆円
デジタル改革関係閣僚会議が初会合
１千万円以上の高額レセが800件超
介護保険の８月審査分を公表
論評 全世代型社会保障制度における医療改革推進に向けた論点整理（上）―地域医療構想の推進―
堀真奈美
動向 予備費財源を活用し医療機関などを支援 １兆２千億円を措置―新型コロナ対策を閣議決定
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第97回定例研修会から 「地域医療連携推進法人日本海ＨＣ
Ｎ」と地域フォーミュラリ
栗谷義樹
霞ケ関と現場の間で⑧ 総括：安倍長期政権
中村秀一
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『認知症介護の悩み 引き出し52―「家族の会」のつどいは知恵の宝庫』
潮流
医療科学研究所が新型コロナでシンポ
自立支援・重度化防止を議論
厚生労働大臣に田村憲久氏が就任
日医がオンライン診療で考え方
ＮＥＷＳ 医療保険部会が年末のとりまとめへ議論再開 ほか
年金の動き

編集室 ワードカプセル

№.2798 2020 年 10 月 11 日
視点 医療保険部会が議論を再開
座標
新型コロナ対策など税制改正要望
10月からの社会保障関係の制度改正
日本健康会議2020が開催
健診機関の新型コロナ影響調査
レコーダ 新型コロナ対策とコロナ後の社会保障の課題 長寿社会に向けた自治体の取り組みを考える―第
22回地方から考える「社会保障フォーラムセミナー」（上）
動向 新型コロナ対応や自然増含めず約33兆円を計上―厚労省の令和３年度予算概算要求
論評 全世代型社会保障制度における医療改革推進に向けた論点整理（下）―医療保険制度の持続可能性に
向けた改革を中心に―
堀真奈美
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第10回 当院での「落ち穂拾い作戦はやわかり講座」の紹介
世古口務
潮流
医療計画でのコロナの扱いを議論
医師の労働時間規制の特例に新類型
介護人材の確保や制度の安定性を議論
埼玉県医師会が新型コロナ予防で動画
雇用・労働の動き 49
編集室 ワードカプセル

№.2799 2020 年 10 月 21 日
視点 データヘルスのビジョンを示せ
座標
オンライン診療解禁で三大臣合意
財務省が後期高齢者２割負担で見解
医療機関での感染不安が７割
公立病院は934億円の赤字
論評 新型コロナウイルスの実態を再考する―感染７段階モデルver.２の紹介―
高橋 泰 武藤真祐 加藤雅之

人生百年時代における薬剤師・薬局 ―期待される役割と課題― 第１回
宮本真司
レコーダ 医療・雇用・介護の新型コロナ対策と令和時代の社会保障改革を考える―第22回地方から考える
「社会保障フォーラム」セミナー（下）
随想―視診・聴診 寿命
高山哲夫
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『患者トラブルvs応招義務：医療とスタッフを守るために』
潮流
2019年の医療施設調査と病院報告
「日本健康会議2020」が開催
病院の人材紹介手数料調査の結果公表
介護療養病床の移行予定を公表
小規模多機能型居宅介護など議論
日薬が札幌市で学術大会
医療的ケア児の新判定規準の導入提案
NEWS 審査支払機能の在り方検討会がヒアリング ほか
編集室 ワードカプセル

№.2800 2020 年 11 月 1 日
視点 身近な薬剤師・薬局の役割に期待
座標
全世代型検討会議が不妊治療を審議
病院の監査報酬は平均534万円
社会保障給付費は121.5兆円
医師臨床研修マッチング結果を公表
レコーダ 田村厚労相と樽見次官にインタビュー 何よりもまず新型コロナ対策 初診のオンライン診療は
解禁
論評
令和時代の社会保障と働き方を考える（上）―令和２年版厚生労働白書第１部の解説 渡邊由美子
地域の災害レジリエンスの強化に寄与する医療拠点機能 伊藤弘人 野口英一 有賀徹
霞ケ関と現場の間で⑨ 保健所再考
中村秀一
潮流
入院分科会が２年度調査内容を了承
地域医療構想ＷＧが進め方で議論

社保資格マイナンバー検討会が初会合
訪問介護での看取り期の評価を提案
新型コロナで在宅介護実態調査
障害児入所施設の報酬を議論
介護給付額は３か月連続で＋３％超
第４期がん対策計画に向け議論開始
NEWS 医療保険部会が不妊治療の保険適用を議論 ほか
療養の給付の取り扱いについて
年金の動き
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2801 2020 年 11 月 11 日
視点 不妊治療の保険適用範囲拡大の方向へ
座標
菅首相が初めての所信表明演説
あはき療養費の改定率は＋0.27％
がん患者の８割が治療に納得
厚労省が８月分介護事業報告を公表
論評
「一体改革」と「アベノミクス」の二兎を追った社会保障―安倍政権の政策展開を振り返り、菅政権の今
後を展望する 梶本 章
フランス・マクロン政権の社会保障改革―全世代社会保障改革への示唆 伊奈川秀和
令和時代の社会保障と働き方改革を考える（下）―令和２年版厚生労働白書第１部の解説 渡邊由美子
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 第11回 病院における原価計算の重要性
世古口務
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『地域包括ケアのまちづくり』
潮流
中医協が費用対効果の課題を議論
医療資源重点外来の病院を位置づけ
オンライン診療原則解禁の議論開始
日医がオンライン診療で見解
介護サービスの収支差率は2.4％
特定処遇改善加算の効果が示される
給付費分科会が介護保険施設を議論
新型コロナの介護経営影響調査公表

短期入所の日中活動の評価導入を提案
NEWS 事業主健診の情報を法改正で保険者に集約へ ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2802 2020 年 11 月 21 日
視点 来年度の社会保障費の削減はやめよ
座標
被用者保険５団体が改革へ意見書
病院３団体が第２四半期の経営調査
禁煙治療アプリが初の保険適用
国民健康・栄養調査の結果を公表
動向 後期高齢者窓口負担 2020年度までに半数を２割へ引上げ―健保連が医療保険改革へ重点要望
論評
歯科医師の需給問題について考える 小田清一
総合事業の対象者の弾力化に関する経緯と解説 服部真治
人生百年時代における薬剤師・薬局―期待される役割と課題― 第２回 宮本真司
随想―視診・聴診 寄り添う医療
高山哲夫
潮流
2018年度の特定健診実施率は54.7％
後期高齢者の窓口負担２割を議論
初診からのオンライン診療をルール化
医療介護確保総合基金の状況を報告
介護給付費分科会がCHASEを議論
社福連携推進法人施行へ検討会初会合
障害福祉従事者の処遇調査結果を公表
障害福祉経営実態調査の結果を公表
公衆衛生学会が新型コロナでシンポ
新型コロナ対策と危機管理で講演
NEWS 医療部会が医療計画に新興感染症の追加を了承 ほか
編集室 ワードカプセル

№.2803 2020 年 12 月 1 日
視点 新型コロナがもたらした受療行動の変化

座標
全世代型会議が医療保険改革を議論
日医の中川会長が講演
国保制度改善強化全国大会が開催
約９割が手洗い・マスク使用を実施
インタビュー デジタル化による非対面・非接触型のビジネスモデルを構築し新型コロナの新常態に対応
日本年金機構理事長 水島藤一郎
インタビュー 病院にきく・慢性期療養病棟は地域を支える多機能型へ
日本慢性期医療協会副会長 池端幸彦
動向 後期高齢者の窓口負担引上げに５案を提示―社保審部会が医療保険改革を議論
論評 National Databaseによるわが国の骨粗鬆症の診療状況の検討
藤森研司 石井成幸 玉置淳子 中藤真一 沖本信和 小川純人 伊木雅之
霞ケ関と現場の間で⑩ 菅首相の所信表明における社会保障考
中村秀一
ＢＯＯＫ ＲＥＶＥＷ 『新版社会福祉法人の経営戦略』
潮流
中部医師会連合が岐阜市で委員総会
新興感染症を５事業に追加
医師の働き方改革中間まとめを議論
医学部入学定員臨時枠を段階的に削減
通所リハに月単位の包括報酬導入提案
介護の指定申請文書等の押印廃止
医療連携体制加算などを検討
NEWS 中医協が令和３年度薬価改定の議論を開始 ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2804 2020 年 12 月 11 日
視点 財政審が来年度予算編成へ建議
座標

自民議連がコロナ対策で提言
経済財政諮問会議が社会保障を議論
医療事故調査制度の５年の動向公表
薬価の中間年改定で見送り要請
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第98回定例研修会から 「最近の医療情勢とその課題―新型
コロナウイルス感染症対策に向けて―」
中川俊男
インタビュー 病院にきく・回復期地域包括ケア担う最大で最強の病棟
地域包括ケア病棟協会会長 仲井培雄
崖っぷち自治体病院復活の軌跡 最終回 自治体病院における医師人事評価制度の導入
世古口務
潮流
国民医療推進協が後期２割負担で決議
令和２年薬価調査の速報値を公表
医療保険部会がとりまとめへ議論
産科補償対象基準や保険料見直しへ
地域医療構想の病床必要量は現状通り
財政審が令和３年度予算編成で建議
介護施設中心にアウトカム評価を拡充
介護療養の移行検討状況で報告義務
障害者虐待防止へ向け基準規定を強化
予防接種改正法が成立
ヘルスケア産業ＰＦが総会
NEWS 後期高齢者の窓口負担２割の影響で試算 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2805 2020 年 12 月 21 日
視点 コロナ後の抜本改革
座標
新型コロナ対応で経済対策を決定
医療費・介護費の縮減を提案
地域医療構想ＷＧが今後の考え方を整理
障害報酬改定で「基本的な方向性」
インタビュー ワクチンに対する理解がパンデミックの備えとなる
日本ワクチン産業協会理事長 今川昌之

論評
介護予防プログラムのソフトウェア化と新しい生活様式への対応 林 秀樹
人生百年時代における薬剤師・薬局―期待される役割と課題― 第３回 宮本真司
随想―視診・聴診 広い視野で
高山哲夫
潮流
令和３年度薬価改定の影響額を試算
救命救急センターの評価で配慮
データヘルス改革プランの詳細決定
30年度国民医療費は43兆3949億円
医療資源重点外来担う病院を明確化
地域医療研修の延長は時期尚早
介護報酬改定の審議報告案を検討
介護サービスの運営基準改正案を了承
NEWS 日医の中川会長が新型コロナで見解 ほか
療養の給付の取り扱いについて
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

