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※2019 年発刊分は在庫切れのため、お買い求めいただけません。ご了承ください。

№.2734 2019 年 1 月 1 日
視点 ポスト一体改革の展望
新春座談会 社会保障・税の一体改革をふり返り2040年の社会保障改革を展望する
鈴木俊彦 清家篤 中村秀一 梶本章
論評 2040年を見据えた医療政策の課題
島崎謙治
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
潮流
消費税対応で診療報酬改定率が決定
介護給付費分科会が審議報告
税制改正で三師会・四病協が会見
医療のかかり方懇がプロジェクト宣言
社会福祉法人経営学会大会が開催
医薬品制度部会がとりまとめ
ＮＥＷＳ 中医協が妊婦加算の凍結を答申 ほか
年金の動き
新春随想 幸田正孝 京極髙宣 三浦公嗣 江澤和彦 田中一哉 島 弘志
弘

今村英仁

第49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

№.2735 2019 年 1 月 11 日
視点 認知症施策推進の元年に
座標
厚労省の31年度予算案は32兆円超に
31年度税制改正大綱を閣議決定
人生最終段階のがんの苦痛状況で調査
医療的ケア児と家族への支援で報告書

三好昌武 唐澤 剛 安部好

新春インタビュー 2040年を見据え安心できる社会保障制度を
厚生労働大臣 根本匠
連載 薬価制度70年を振り返る③ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る1
江利川毅
レコーダ 第17回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（上） 2040年の社会保障を展望
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局61
浪速で医療・介護を考える㉛ 社会現象としての認知症 日本人の思想を変える
川合秀治
BOOK REVIEW 『新時代からの挑戦状－未知の少親多死社会をどう生きるか』
潮流
認知症施策推進関係閣僚会議が初会合
30年度国保保険料の動向を発表
29年度指導・監査で返還要求は72億円
新改革工程表2018が決定
医学ジャーナリスト協会が協会賞を発表
ＮＥＷＳ 医師需給分科会が外来の医師偏在対策を協議 ほか
雇用・労働の動き
新春随想 牧原秀樹 高木美智代 足立信也 小池晃 福島みずほ 朝川知昭 齋藤訓子
経済スコープ
第49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

№.2736 2019 年 1 月 21 日
視点 高齢者労働の規制緩和を
座標
厚労省が医師の時間外労働の上限案
四病協が新年賀詞交歓会開く
日医が10連休対策で調査
６つのＮＣの連携へ４案
動向 社会保障の充実へ 過去最大の32兆351億円を確保―2019年度厚労省予算案を決定

レコーダ 第17回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（下） 子どもの貧困や障害福祉の施策
を解説
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 レセプト査定
高山哲夫
潮流
29年度医療施設調査・病院報告を発表
日歯が8020運動30周年記念で式典
在宅医療カレッジがシンポ
特定技能の介護分野の運用方針が決定
外国人材の受入れで総合的対応策
ＮＥＷＳ 医師の働き方改革検討会がとりまとめの骨子案を了承 ほか
第49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

№.2737 2019 年 2 月 1 日
視点 医療保険の運営にＩＣＴを本格導入
座標
日医が医療通訳団体協議会を開催
神戸市が認知症診断助成制度を開始
28年のがん罹患数は99.5万人
国保の特定健診受診率向上で調査
レコーダ
医師の偏在解消に取組む

フレイル対策へ法案提出 全国厚生労働部局長会議

医療の構造改革、変わるのは今だ 厚生労働省医務技監 鈴木康裕
動向
オンライン資格確認や医療情報化支援基金を導入―健保法等改正案を今通常国会に提出へ
論評 持続可能な救急医療体制構築に向けた特別交付税制度の意義について―その現状と課題―
山本純平 宮澤綾子 影山桃香 林謙治
特集企画
地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局63
潮流
病院３団体が30年度経営調査を発表
虎ノ門フォーラムが新春座談会開く

ＮＥＷＳ 中医協の合同部会が費用対効果評価の骨子案を了承 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

№.2738 2019 年 2 月 11 日
視点 障害者の地域生活支援の促進を
座標
安倍首相が施政方針演説
アレルギー疾患10か年戦略を策定
ＷＡＭが医療法人経営レポート
オンライン診療研究会がアンケート
連載 薬価制度70年を振り返る④ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る2
平成初期からの新薬算定方式と既収載品の改定方式をめぐって
古賀典之・染谷仁一
論評 医師の地域偏在・診療科偏在は、どのような過程を経て進んだか？―診療科偏在（２）各論（１）外
科、内科の偏在
高橋 泰 福田昭一 石川雅俊 渡部鉄兵
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン第90回定例研修会から 介護医療院の創設と将来展望
江澤和彦
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
浪速で医療・介護を考える㉜ 認知症は社会全体で解決を医療職は見守りが精一杯
川合秀治
潮流
中医協が診療報酬改定で公聴会
協会けんぽの31年度保険料率が決定
障害者の地域生活拠点でブロック会議
介護ロボット全国フォーラムが開催
認知症施策の有識者会議が初会合
ＮＥＷＳ
医師需給分科会が医師少数・多数区域の基準を了承 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

№.2739 2019 年 2 月 21 日
視点 ＡＩ審査
座標
中医協医療技術評価部会がＷＧ設置へ
障害児入所施設の在り方を検討
後期高齢者の医療費は若人の4.3倍に
健保連が加入者健康調査
論評 ジェネリック医薬品産業をめぐる環境とシェア80％に向けての課題（上）
坂巻弘之
語り継ぐ医療政策 老人定額払い制導入の背景とその推進を考える
高木安雄
医療・介護ビッグデータ分析㉜ 入退院の経路別にみた肺炎を発症した要介護高齢者の在院日数の分析
松田晋哉 大谷 誠 藤本賢治 藤野善久
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 地歌舞伎
高山哲夫
潮流
認知症と生活習慣病の関連で講演
中医協が31年度診療報酬改定を答申
社保審が31年度介護報酬改定を答申
健康関係主管課長会議開く
ＮＥＷＳ 医師の働き方改革検討会が2024年までの労働時間短縮を議論 ほか
療養の給付の取扱いについて
編集室 ワードカプセル
№.2740 2019 年 3 月 1 日
視点 動き出す医師偏在対策
座標
医学会連合が医師働き方改革で声明
健康経営銘柄37社を顕彰

ＤＰＣ退院患者調査の結果を公表
日医総研が医業承継でＷＰ
動向 新たな医師偏在指標で医師少数医療圏示す―少数県は岩手、新潟、青森、福島、埼玉
論評 ジェネリック医薬品産業をめぐる環境とシェア80％に向けての課題（下）
坂巻弘之
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
潮流
健保連「2022年危機」で政策実現
厚労省が医療政策研修会を開催
障害等報酬改定案を検討チームが了承
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 長生きできる町
ＮＥＷＳ 医師の時間外労働時間上限の特例水準に年間1860時間を提案 ほか
第49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

№.2741 2019 年 3 月 11 日
視点 介護保険改正に向けた検討が開始
座標
医政局長が３施策で共通キーワード
産科・小児科の医師偏在指数示す
厚労省が29年患者調査の結果を発表
公私病連が30年病院実態分析調査
連載 薬価制度70年を振り返る⑤ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る3
平成２年の日米構造問題協議に対応した流通改善と加重平均値一定価格幅方式の導入 ―薬価の信頼性を
高める算定方式と取引の透明化をめぐって
和田 勝
論評 語り継ぐ医療政策 老人定額包括払い制導入の背景とその推進力を考える（下）
高木安雄
医療・介護ビッグデータ分析㉝ 老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の現状
分析
松田晋哉 大谷 誠 藤本賢治 藤野善久
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局

浪速で医療・介護を考える㉝ 在宅選択のがん末期患者 施設・病院で病名告知を
川合秀治
潮流
医師需給分科会が第４次中間まとめ
総合医を育てる会が市民公開講座
ＮＥＷＳ 介護保険部会が次期制度改正に向け議論開始 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2742 2019 年 3 月 21 日
視点 医療のかかり方の是正を
座標
高齢者医療・国保課長会議開く
がん研究の中間評価を了承
ＷＡＭが29年度病院経営レポート発表
29年度国民負担率は42.8％
動向 地域医療構想や医師の確保、働き方改革は密接に関連―厚労省が医政課長会議を開催
論評 誤 嚥性肺炎は治る病気―「成人肺炎診療ガイドライン」への現場からの問題提起
石井暎禧
医療・介護ビッグデータ分析㉞ 在宅医療・介護連携の質の評価のための研究
松田晋哉 藤本賢治 藤野善久
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 オオカミじいさん
高山哲夫
潮流
厚労省が29年度患者調査を発表
医療勤務環境改善担当者会議開く
薬務関係主管課長会議を開催
障害保健福祉関係主管課長会議を開催
社会・援護局関係主管課長会議を開催
介護の生産性向上でガイドライン
ＮＥＷＳ 医師の働き方改革検討会が報告書案の議論を開始 ほか
療養の給付の取扱いについて

経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2743 2019 年 4 月 1 日
視点 実効性ある医師偏在対策を
座標
薬機法改正案を国会に提出
４月からの厚労省分野の制度変更
全自病が30年度改定影響調査発表
医師国試の合格率は89.0％
レコーダ
国保改革は混乱なく順調に実施保健事業と介護予防を一体的に ―高齢者医療・国保課長会議
医療経済フォーラム・ジャパン 第91回定例研修会から医療ビッグデータ研究の最前線 康永秀生
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
ＢＯＯＫ ＲＥＶＥＷ 『地域包括ケアと医療・ソーシャルワーク』
潮流
介護現場革新会議が基本方針策定
厚労省が介護保険担当課長会議を開催
介護医療院の実態調査を公表
二次救急民間病院の交付税制度を周知
ＮＥＷＳ 医療従事者の需給検討会が第４次中間取りまとめを了承 ほか
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2744 2019 年 4 月 11 日
視点 予防の推進に向け号令がかかった
座標
日医総研がグランドデザイン2030発表
緊急避妊薬がネットで処方可能に
2017年度の特定健診実施率は53.1％
高齢者虐待数が過去最高を更新
動向 時間外労働上限規制原則は年間960時間、特例水準は1860時間―医師の働き方改革検討会が報告書

レコーダ 医師偏在対策の実効性に寄与 勤務医の健康確保の取組支援―日本医師会が代議員会開く
連載 薬価制度70年を振り返る⑥ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る4 製薬企業の担当者と
して、現場で向き合った流通改善の取組と課題―（上）昭和56年の独占禁止法被疑事案と公取協の設立
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
浪速で医療・介護を考える㉞ 医師の立脚点どこに置くのか 患者の行為は己の鏡に
川合秀治
潮流
支払基金静岡支部がフォーラム開催
総合医の養成めぐりセミナー開く
厚労省研究会が健康寿命で報告書
ＮＥＷＳ 中医協が2020年度診療報酬改定へ検討項目を了承 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2745 2019 年 4 月 21 日
視点 処遇改善加算は再考せよ
座標
厚労相が諮問会議で改革プラン説明
市町村国保の財政が１千億円改善
保険者別の後発医薬品使用割合を公表
福祉職員の平均給与額が1.3万円増
動向 かかりつけ医機能や医師の負担軽減策の影響が明らかに―2018年度診療報酬改定の結果検証
論評 医師の地域偏在・診療科偏在は、どのような過程を経て進んだか？―診療科偏在（３）各論（２）産
婦人科の偏在
石川雅俊 高橋 泰 福田昭一 渡部鉄兵
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 心の触れ合い
高山哲夫
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『無子高齢化（出生数ゼロの恐怖）』
潮流
介護職員の平均給与が月30万円超える
日医が働き方改革と救急で緊急調査

ＮＥＷＳ 中医協が2020年度診療報酬改定へ議論開始 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2746 2019 年 5 月 1 日
視点 健康寿命の延伸の目標
座標
健保連が2022年危機へ対応
在宅医療のリーフレットを作成
新卒看護師の離職率は7.5％
がんの５年生存率は67.9％に改善
動向 市町村国保の実質赤字は過去最少 後期高齢者医療は６年連続黒字に―厚労省が平成29年度の財政状
況を発表
論評 ミャンマーの医療・介護・福祉事情
山路憲夫
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
潮流
日本認知症官民協議会が設立式開く
健保組合予算は986億円の赤字
2040年の都道府県別世帯数推計
ＮＥＷＳ 厚労省検討会が妊産婦の医療で調査報告 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

№.2747 2019 年 5 月 11 日
視点 多元的社会における地域包括ケアを描く
座標
財務省が社会保障改革で方向性
日医前常任理事の鈴木氏が講演
日病が2020年度診療報酬改定で要望書
経済同友会がオンライン診療で意見

論評 医師の地域偏在・診療科偏在は、どのような過程を経て進んだか？―診療科偏在（４）各論（３）二
次医療圏別に見た診療科偏在
高橋 泰 石川雅俊 福田昭一 渡部鉄兵
連載 薬価制度70年を振り返る⑦ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る5 製薬企業の担当者と
して、現場で向き合った流通改善の取組と課題―（下）平成３年からの新仕切価制とＲ幅の縮小、メーカー
の流通対策
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
浪速で医療・介護を考える㉟ 英国の緩和ケア施設を視察 チーム対応の中心は患者
川合秀治
潮流
地域包括ケア研究会が報告書
日医総研が医療のグランドデザイン
２年目の全日病の総合医育成事業
ＮＥＷＳ 中医協入院医療分科会が今後の議論の進め方を了承 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2748 2019 年 5 月 21 日
視点 自立寿命
座標
医薬品の保険給付範囲見直しで提言
日医が来年度予算概算要求で要望
糖尿病重症化予防プログラムを改定
医療関連サービスの委託状況
論評
医師の働き方改革について―厚労省検討会報告書の解説①
渡邊由美子
スウェーデン医療の待ち時間問題（上）
先﨑誠 島崎謙治
レコーダ 健康長寿社会の実現めざして 「かかりつけ医」でシンポ―日本医学会総会中部が開催
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 病院から診療所へ
高山哲夫

ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『社会保険の政策原理』
潮流
改正健保法が参院本会議で可決・成立
ニコチン依存症治療薬のアプリを開発
医薬品の国内生産額は6.7兆円
ＮＥＷＳ 中医協が2020年度改定へ「身近な医療」を議論 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2749 2019 年 6 月 1 日
視点 労働組合が取り組む産業政策
座標
日病協が診療報酬改定で要望書
日医が外国人の医療で中間答申
医薬品の広告監視モニターで報告書
被用者保険の適用拡大でアンケート
レコーダ ヘルスケア産業プラットフォームを設立 労働組合の立場から産業政策を議論―医療関連産業シ
ンポジウムから
論評
医師の働き方改革について―厚労省検討会報告書の解説②
渡邊由美子
スウェーデン医療の待ち時間問題（下）
先﨑誠・島崎謙治
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
潮流 四病協が令和２年度予算概算要求で要望
ＮＥＷＳ 介護保険部会がサービス基盤の整備を議論 ほか
年金の動き
療養の給付の取り扱いについて
編集室 ワードカプセル

№.2750 2019 年 6 月 11 日

視点 誰もが希望を持てる認知症施策大綱に
座標
自民が人生100年時代の改革ビジョン
日医が高齢者糖尿病で手引き
スマホで診療情報・検査画像
経済同友会がデータ活用へ提言
動向 健康寿命延伸と医療・福祉の生産性向上へプラン決定―厚労省の2040年社会保障改革本部
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催 第92回定例研修会から（上） 社会保障と財政～持続可能
な社会保障の構築に向けて～
吉野維一郎
連載 薬価制度70年を振り返る⑧ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る6 薬価の透明化と医薬
分業の推進で 薬価差が医療を歪めぬ仕組みをめざす
石井甲一
論評 医師の働き方改革について―厚労省検討会報告書の解説③ 渡邊由美子
浪速で医療・介護を考える㊱ 認知症を描く映画で考察 周りの目の温かさが変化
川合秀治
潮流 全自病が医師の働き方改革で調査
ＮＥＷＳ 中医協が2020年度改定へ働き方改革を議論 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2751 2019 年 6 月 21 日
視点 勤労者皆社会保険の実現
座標
骨太方針の原案を提示
転倒・転落の死亡事例を分析
日本老年精神医学会が仙台市で開催
がんゲノム医療拠点病院を新設
インタビュー 第３期中期計画では機構のミッションに立ち返り 「未来づくり計画」を策定します
日本年金機構理事長 水島藤一郎
対談 日本年金機構の10年のあゆみを振り返る―模索と基盤づくり、そして再生への途―
山崎泰彦 薄井康紀

レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催 第92回定例研修会から（下） 社会保障と財政～持続可能
な社会保障の構築に向けて～
吉野維一郎
論評 医師の働き方改革について―厚労省検討会報告書の解説④
渡邊由美子
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 いつまで服用？
高山哲夫
潮流
入院医療の30年度改定調査結果
現行の妊産婦加算再開「適当でない」
認知症予防学会が法人移行記念式典
企業・自治体の健康経営を紹介
禁煙治療用アプリの治験結果を発表
ＮＥＷＳ 中医協が2020年度改定へICTを議論 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル
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№.2752 2019 年 7 月 1 日
視点 費用対効果評価の本格実施
座標
財政審が建議まとめる
医薬品産業政策で厚労大臣に要請
全自病が事務長対象に調査
令和元年版高齢社会白書を決定
論評
日本における費用対効果評価の取り組み―費用対効果評価制度の創設
古元重和 櫻本恭司 長谷川正宇
医師の地域偏在・診療科偏在は、どのような過程を経て進んだか？―データ分析の方法
渡部鉄兵 高橋 泰 石川雅俊 福田昭一
レコーダ 第18回地方から考える 「社会保障フォーラム」セミナー（上） 今後の高齢者福祉、自殺対策
を解説

特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
潮流
鈴木技監が費用対効果評価を説明
骨太方針2019が決定
認知症施策推進大綱が決定
自公が認知症基本法案を衆院に提出
協会けんぽが調査研究フォーラム
ＮＥＷＳ 中医協入院医療分科会が30年度改定調査結果を議論 ほか
年金の動き
療養の給付の取り扱いについて
編集室 ワードカプセル

№.2753 2019 年 7 月 11 日
視点 認知症基本法と大綱 施策推進に期待
座標
厚労省改革へ実行チームを設置
医療広告のネット監視報告が増加
医薬品納入価の妥結率は95.8％
介護離職防止もケアマネの役割
インタビュー 医療保険制度の業務運営の合理化・効率化を進める
厚生労働省保険局長 樽見英樹
連載 薬価制度70年を振り返る⑨ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る7
統一限定収載から銘柄別収載へ 昭和の薬価制度の課題を振り返る（上）
和田勝
レコーダ
地域医療構想など県医師会が主導ボトムアップ方式に政策を反映 日本医師会が代議員会開く
第18回地方から考える 「社会保障フォーラム」セミナー（下） 人口減少を受けた地方での取組みを展
望
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
浪速で医療・介護を考える㊲ 「認知症映画作品」を考察 医療者は温かく観てほしい
川合秀治
潮流 日本老年精神医学会が仙台市で開催

ＮＥＷＳ 中医協が2020年度改定へ医薬品の使用を協議 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

№.2754 2019 年 7 月 21 日
視点 新鮮味に乏しい骨太方針
座標
参院選へ各党が公約
令和元年版自殺対策白書が閣議決定
国立大学病院の2018年度決算を発表
人口の自然増減数は過去最大の減少幅
座談会 21世紀中盤の社会経済と社会保障
西村周三 山田久 宇野裕
インタビュー
共生の基盤の上での認知症予防の取り組みが重要
田中規倫
ヘルスケア産業プラットフォーム設立のねらいと展望
篠原正人 安原三紀子
随想―視診・聴診 縦割りと分化
高山哲夫
潮流
平成30年版厚生労働白書を公表
協会けんぽ5948億円の黒字決算
入院は2.1％増、入院外は1.3％増
85歳未満の認定率が減少傾向
ＮＥＷＳ 厚労省の医師の働き方改革推進検討会が初会合 ほか
編集室 ワードカプセル

№.2755 2019 年 8 月 1 日
視点 医師の働き方改革の実現に向けて
座標
参院選で羽生田俊氏が再選

応召義務の解釈で研究報告
日医総研が公立・公的病院を分析
国民生活基礎調査の結果を発表
インタビュー 医薬品の保険給付範囲を抜本的に見直す時期が来た
健康保険組合連合会理事

幸野庄司

レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第93回定例研修会から（上） 在宅医療の組織的展開
佐々木淳
論評 ＤＰＣデータを用いた医療の質の地域比較
國澤進 今中雄一
新連載 小説 彩雲
福ゐ行介
潮流
協会けんぽ東京支部がセミナー
身寄りない人の入院ＧＬでセミナー
地域共生社会検討会が中間まとめ
ＮＥＷＳ 中医協が令和２年度改定へ介護との連携を議論 ほか
年金の動き
療養の給付の取扱いについて
第50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

№.2756 2019 年 8 月 11 日
視点 医療・介護事業者と金融サービスの連携
座標
健保連がＩＣＴ利活用の方針決定
健診専門委員会が報告書了承
病院立入検査の結果を公表
平均寿命は男81.25歳、女87.32歳
連載 薬価制度70年を振り返る⑩ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る8
統一限定収載から銘柄別収載へ 昭和の薬価制度の課題を振り返る―（下）昭和50年代の薬価制度転換期
和田勝
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第93回定例研修会から（下） 在宅医療の組織的展開
佐々木淳

小説 彩雲
福ゐ行介
浪速で医療・介護を考える㊳ 病院で病名告知済みの穏やかな在宅医療の経験
川合秀治
潮流 健保連が総会開く
ＮＥＷＳ 中医協入院分科会が地域包括ケア・回復期リハ病棟を議論 ほか
雇用・労働の動き
第50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

№.2757 2019 年 8 月 21 日
視点 ナース・プラクティショナーの検討を
座標
厚労省が医療政策人材の確保策を公表
３割の市町村が高校生まで医療費助成
社会保障給付費は120兆円で過去最高
国立がん研究センターが生存率を発表
レコーダ 診療報酬改定と骨太方針対応が課題 改正薬機法の早期成立、円滑施行へ―厚労省の局長が就任
会見
論評 医療・介護レセプト連結データを用いた高齢心不全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
小説 彩雲 ３
福ゐ行介
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 老健での看取り
高山哲夫
潮流
30年度の国保医療費は2.8%減
厚労省が病院の災害時体制を調査
ＮＥＷＳ 社保審・介護分野文書の負担軽減専門委員会が初会合 ほか

療養の給付の取り扱いについて
経済スコープ
第50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

№.2758 2019 年 9 月 1 日
視点 地域と職場の健康づくりが進む
座標
四病協が税制改正要望を厚労相に提出
厚労省の統計改革有識者懇が提言
「日本健康会議2019」が開催
医師の臨床研修の実施体制を公表
対談 医療のグランドデザインを考える―医療のミッションとかかりつけ医の役割
横倉義武 渡辺俊介
動向
診療報酬改定の第１ラウンドの議論をまとめる―次期改定に向けた中医協の議論
小説 彩雲 ４
福ゐ行介
潮流
健保連が診療報酬改定で政策提言
厚労省の宮嵜健康局長が就任会見
10月の薬価基準の全面改定を告示
ＮＥＷＳ 特定機能病院の要件に第三者評価の受審を追加 ほか
年金の動き 診療報酬点数表と材料価格基準の改正内容（令和元年10月１日適用）
編集室 ワードカプセル

№.2759 2019 年 9 月 11 日
視点 介護の被保険者範囲 一定の方向性を
座標
厚労省が令和２年度税制改正要望
日医が医療の税制改正要望を発表
介護サービス受給者が初めて減少
特養の７割超で「要員不足」

動向 厚労省の一般会計 過去最大の32兆6234億円―来年度予算案の概算要求
動向 公的年金の2019年財政検証結果を厚労省が報告―オプション試算も公表
論評 医療・介護レセプト連結データを用いた高齢肺炎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
浪速で医療・介護を考える㊴ しなやかな強さと明るさ 三重苦の女性から学ぶ
川合秀治
小説 彩雲 ５
福ゐ行介
潮流
認知症基本法案をテーマにセミナー
介護人材確保で基金に８つの新規事業
ＮＥＷＳ 介護保険部会が次期制度改正へ２巡目の議論を開始 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

№.2760 2019 年 9 月 21 日
視点 全世代型社会保障の実現を
座標
新旧厚生労働大臣の交代式
健保連が医療保険改革で提言
100歳以上高齢者が初めて７万人超
29年所得再分配調査の結果を発表
レコーダ 地域共生社会の推進、児童虐待対策を解説―第19回地方から考える「社会保障フォーラム」セミ
ナー
論評 地域経済循環分析からみた医育機関による革新的な域内経済活性化の可能性（第２報）
伊藤弘人 山崎清 佐原あきほ 有賀徹 内村直尚
特集企画 地域包括ケアと医薬品・薬剤師・薬局
随想―視診・聴診 老健での転倒
高山哲夫

小説 彩雲
福ゐ行介
潮流
健保組合30年度決算は3048億円の黒字
ＰＨＲで患者の療養環境改善へ
データヘルス改革の進め方を決定
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へ第２ラウンドの議論を開始 ほか
歯科診療報酬点数表と調剤報酬点数表、訪問看護関連の改正内容（令和元年10月１日適用）
編集室 ワードカプセル

№.2761 2019 年 10 月 1 日
視点 患者目線の診療報酬改定を
座標
妊産婦向けアプリで日歯と学会が連携
健保連が高額レセの上位を公表
医療政策機構が世論調査
平成30年の結核登録者年報を公表
レコーダ 認知症施策や被災者支援、空家対策を講演―第19回地方から考える「社会保障フォーラム」セミ
ナー
新連載 病院等の働き方改革最前線 働き方改革の意義と働き方改革関連法のポイント
大澤範恭
小説 彩雲 ７
福ゐ行介
潮流
全世代型社会保障検討会議が初会合
日本健康会議2019が開催
8020推進財団が研究発表会
ＮＥＷＳ 医療部会が診療報酬改定の基本方針の議論を開始 ほか
年金の動き
療養の給付の取扱いについて
第50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

№.2762 2019 年 10 月 11 日
視点 認知症バリアフリーの着実な推進を
座標
病院の再編統合で国と地方が協議
日病協が診療報酬改定で要望書
国立大学病院長会議がプレスセミナー
乳幼児健診の公費負担状況を公表
インタビュー 医師の立場で考える診療報酬と薬価制度の課題
日本医師会常任理事 松本吉郎
レポート 開かれた高齢者向け賃貸住宅を地域づくりの拠点に ―かすみケアグループの取り組み
動向 総額42.6兆円に 伸び率は0.8％ ２年連続の増加―厚労省が2018年度概算医療費発表
浪速で医療・介護を考える

論理的・倫理的に問題提起真摯な「優しさ」で接する

川合秀治
小説 彩雲 ８
福ゐ行介
ＢＯＯＫ ＲＥＶＩＥＷ 『長期療養ケアに対する質の規制～国際比較研究』
潮流
医療施設調査・病院報告を公表
社会保険指導者講習会で厚労省が講演
協会けんぽが医療費分析
ＮＥＷＳ 424の公立・公的病院に再編統合の再検証を要請 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

№.2763 2019 年 10 月 21 日
視点 有償ボランティア促進法の制定を
座標
医療経済フォーラムが公開シンポ
がんゲノム解析部会が初会合
日慢協が老健施設でアンケート

健保連が特定健診受診者を分析
レポート 医療的ケア児の総合的な支援を充実 自治体での協議の場の設置などを促進
厚労省・千葉県松戸市
インタビュー 認知症とともによりよく生きる未来をつくる
堀田聰子
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第94回定例研修会から（上） 医師の地域偏在・診療科偏在
はどのような過程を経て進んだか？
高橋 泰
随想―視診・聴診 地域の文化と経済
高山哲夫
小説 彩雲 ９
福ゐ行介
潮流
加藤厚労相が共同会見
さいたま市で健康経営セミナー
全日病学会が名古屋市で開催
2017年度国民医療費は43兆710億円
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へがん対策や腎代替療法を議論 ほか
療養の給付の取扱いについて
編集室 ワードカプセル

№.2764 2019 年 11 月 1 日
視点 地域医療構想の推進を
座標
医業経営コンサル学会が税制で提言
認知症ＧＨ協会が全国大会で会見
小児がんの３割が白血病
臨床研修マッチング内定率は92.4％
論評 タイの公的医療保険制度の現状と課題
松田晋哉・藤本賢治
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第94回定例研修会から（下） 医師の地域偏在・診療科偏在
はどのような過程を経て進んだか？
高橋 泰

病院等の働き方改革最前線② 働き方改革に役立つ助成金等の活用法
大澤範恭
小説 彩雲 10
福ゐ行介
潮流
病院の「原価計算」テーマにセミナー
認知症ＧＨ協会が青森市で全国大会
障害児入所施設の在り方を見直しへ
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へ医師の働き方改革の対応を議論 ほか
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2765 2019 年 11 月 11 日
視点 医療的ケア児の支援の一層の充実を
座標
中医協の入院医療分科会が報告書
財務省が本体マイナス改定求める
諮問会議が社会保障を議論
健保連が健保組合の現勢を公表
レポート 家族のレスパイトケアに加えて 子どもの保育にも力入れる 医療型短期入所施設「もみじの
家」
論評 タイの公的医療保険制度の現状と課題（下）
松田晋哉・藤本賢治
浪速で医療・介護を考える㊶ 成功体験者の在宅療養 どのように納得させるか
川合秀治
小説 彩雲 11
福ゐ行介
潮流
保健事業と介護予防の一体的実施へ
原価計算採用の病院担当者が座談会
自民が介護福祉士国試でヒアリング
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へかかりつけ医機能を議論 ほか
雇用・労働の動き

編集室 ワードカプセル

№.2766 2019 年 11 月 21 日
視点 消費税論議にふたをするな
座標
厚労省が医療経済実態調査を報告
健保連などが医療保険改革で意見書
医療介護総合確保基金の執行状況
長時間の２交替の病棟が過去最高
座談会 介護予防・生活支援の推進と制度改正
田中明美 北原理宣 中村一朗 三政貴秀 服部真治
動向 次期改定に向けて急性期から慢性期まで 入院医療の論点示す―中医協分科会が報告書まとめる
随想―視診・聴診 情報共有
高山哲夫
小説 彩雲 12
福ゐ行介
潮流
日本認知症学会学術集会が都内で開催
三保連が合同シンポジウム開く
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へ勤務医の負担軽減を議論 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

№.2767 2019 年 12 月 1 日
視点 全世代型社会保障で給付と負担の議論を
座標
日病協が次期診療報酬改定で要望書
自治体病院全国大会で決議
厚労省が実調の保険者調査を公表
介護医療院協会が実態調査
動向 一般病院の収支 収益・費用ともに増収益差額は若干改善―中医協の医療経済実態調査

レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン第18回公開シンポジウムから（上） 高額薬剤と医療費―我々は
どうすべきか
鈴木康裕
病院等の働き方改革最前線③ 年５日の年次有給休暇の確実な取得
大澤範恭
小説 彩雲 13
福ゐ行介
潮流
保険者機能を推進する会が全国大会
中部医師会連合が富山市で委員総会
医業コンサル学会愛知大会を開催
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へ入院医療の議論を開始 ほか
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2768 2019 年 12 月 11 日
視点 新事業の創設で地域共生社会の推進を
座標
中医協の支払・診療側が実調へ見解
改正薬機法が成立
厚労省が医師の働き方改革で推進本部
2018年度介護給付費統計を公表
レコーダ 高齢者の原則２割負担の実現 現役世代の負担増に歯止めを―健保組合全国大会が開催
連載 薬価制度70年を振り返る⑪ インタビュー 薬価制度改革のエポックを辿る9
医薬品卸の立場から、薬価制度改革と医薬品流通を考える
松谷高顕
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン第18回公開シンポジウムから（下） 高額薬剤と医療費―我々は
どうすべきか
遠藤久夫 伊藤由希子 中釜 斉 中山 讓治
浪速で医療・介護を考える㊷ ＡＣＰが要請される時代 患者と共同作業の進行形
川合秀治
小説 彩雲 14
福ゐ行介

潮流
財政審が令和２年度予算編成で建議
ヘルスケア産業ＰＦが総会
認知症疾患医療センターの全国研修会
介護文書負担軽減専門委が中間まとめ
ＮＥＷＳ 中医協が次期改定へ地域包括ケア病棟を議論 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2769 2019 年 12 月 21 日
視点 ストップ少子化対策を
座標
加藤厚労相が今後の社会保障で講演
ヘルス産業PFが提言
日病など３団体が経営調査
「外保連試案2020」を説明
動向 次期診療報酬改定 重点課題に医師等の働き方改革―社保審部会が基本方針を策定
論評 うすき石仏ねっとの効果検証 ―安心・安全な医療・介護サービスにつなげるために
増中洋二・西岡隆
随想―視診・聴診 元気です
高山哲夫
小説 彩雲 15
福ゐ行介
潮流
国民医療推進協議会が総決起大会
地域共生社会推進検討会が取りまとめ
高齢者の「通いの場」を一層推進
ケアリンピック武蔵野が開催
ＮＥＷＳ 中医協が大病院受診時の定額負担の対象拡大を了承 ほか
保険・医療制度をめぐるこの１年の動き
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

