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№.2806 2021 年 1 月 1 日
視点 創刊 80 周年に当たって
創刊 80 周年記念座談会 診療報酬の機能と今日的課題―政策選択の評価と未来
池上直己 大橋弘 西山正徳 髙木安雄
論評 医療介護におけるデジタル化をいかに進めるか―データヘルス改革の課題
松田晋哉
動向
後期高齢者２割負担 所得上位の 30％に対象範囲を決定―全世代型社会保障会議が最終報告
コロナに引続き対応 交付金や診療報酬で医療提供体制を支援―第３次補正予算案を閣議決定
社保審・介護給付費分科会が令和３年度介護報酬改定審議報告をまとめる―感染症や災害への対応力強化
などを推進
霞ケ関と現場の間で⑪ 2021 年を迎えて 中村秀一
潮流
医療計画見直し検討会が報告書
厚労相と財務相が予算事項で合意
障害福祉報酬改定の方向性が決定
精神科救急医療ＷＧが報告書案を了承
医師の働き方改革でとりまとめ
医療従事者のタスクシフトで法改正
NEWS 中医協が診療報酬の特例対応や薬価改定を了承 ほか
新春随想 神村裕子 宮﨑長一郎 近藤国嗣
年金の動き
資料 新型コロナの診療報酬上の特例的対応
第 53 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

№.2807 2021 年 1 月 11 日
視点 人生 100 年の後期高齢者医療
座標
３年度社会保障関係予算は 1609 億円増
医療保険部会が「議論の整理」
日看協がコロナの実態調査
厚労省がコロナのメンタルヘルス調査
レコーダ ウィズコロナ社会の課題と自然災害への対策を考える― 第 23 回地方から考える「社会保障
フォーラム」セミナー（上）
潮流
重症者受入れ病床に 1500 万円補助
秋にオンライン診療の指針改定へ
医療部会が各検討会の報告書を了承
医業経営コンサルタント協会が提言
ポリファーマシーの意識調査実施
介護従事者の高齢者虐待が 13 年連続増
NEWS 中医協が薬価算定組織などの委員名簿を公表 ほか
新春随想 自見はなこ 古屋範子 小池晃 足立信也 福島みずほ 山田章平
雇用・労働の動き
資料 新型コロナの診療報酬上の特例的対応
第 53 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

№.2808 2021 年 1 月 21 日
視点 臨床薬剤師
座標
中医協が不妊治療の保険適用へ議論
コロナ対策の感染症法見直し案了承
令和３年度税制改正大綱を決定
医療機関と保健所の人材不足が課題
動向
薬価引下げなどで自然増抑制を達成 介護報酬はプラス―令和３年度厚労省予算案を決定

社会保障審議会が医療保険制度改革の方向示す―医療保険部会が「議論の整理」
レコーダ 今後の地域包括ケアシステムと地域福祉を考える― 第 23 回地方から考える「社会保障フォーラ
ムセミナー」
（下）
論評 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４回
宮本真司
随想―視診・聴診 テレビ離れ
高山哲夫
潮流
介護分野への就職支援金等を創設
電子処方箋の運営コスト 10 億円
介護サービス運営基準改正案を答申
マイナンバーで社保資格の届出簡素化
NEWS 中医協が令和４年度改定へ実調の実施案を議論 ほか
経済スコープ
第 53 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

№.2809 2021 年２月１日
視点 外来機能の明確化を進めるために
座標
菅首相が施政方針演説
諮問会議で医療提供体制の確保を議論
不正請求等の返還金額は 108.7 億円
子どもと女性の自殺者が増加
動向 令和３年度 介護報酬改定を答申（上）― 科学的介護情報システムを構築し、報酬でも評価
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催 第 99 回定例研修会から「ＣＯＶＩＤ-19 拡大が病院経営に
与えた影響とＡＭＧグループの対策」
中村康彦
論評 電子レセプトによる速報システムの有用性と課題
藤森研二 桵澤邦男
霞ケ関と現場の間で⑫ 変わらぬ薬価依存の社会保障予算
中村秀一

潮流
コロナ患者受入へ病床確保対策会議
不合理な審査の差異解消へ工程表
NEWS
コロナ回復患者受入へ診療報酬で新評価 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

№.2810 2021 年２月 11 日
視点 尊厳の保障と自立支援へ一歩
座標
医療法等改正案が国会提出
感染症対応へ保健師 1.5 倍増員
日医が 2020 年喫煙意識調査
イトラコナゾール回収で調査
インタビュー コロナによる医療への負担増大 病床確保に向けた取組み進める
厚生労働大臣 田村憲久
動向
医療機関の支援や医療保険改革など重要施策を説明―令和２年度全国厚労部局長会議
令和３年度介護報酬改定を答申（中）─ 通所系で感染症対応の新たな特例を導入
論評 新型コロナウイルス感染症流行と病院診療報酬についての検討
寺岡英美 愼重虎 國澤進

今中雄一

潮流
効果的な除菌・消毒で感染拡大を防止
全世代型社会保障改革で意見交換
協会けんぽの都道府県保険料率が決定
NEWS 中医協で診療報酬の特例手続きに苦言 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2811 2021 年２月 21 日
視点 新薬ジャパンパッシング

座標
健保法等改正案が国会提出
感染症改正法が 13 日に施行
日医が新型コロナの風評被害調査
新型コロナの自宅療養者へ対応
論評
医療費の動向（メディアス）と医療費の新型コロナウイルス感染症の影響
西岡隆
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５回
宮本真司
動向
医療的ケア児者に対する支援を充実―障害福祉サービス報酬改定を公表
令和３年度介護報酬改定を答申（下）―ICT を活用する場合の居宅介護支援費を創設
随想―視診・聴診 どこへ行ったら
高山哲夫
潮流
一般病院の医業利益率は低下
新型コロナ患者の病床確保へ具体策
病院の BCP 策定の対応策を了承
セルフメディケーション推進へ検討会
スイッチ OTC 化へ課題を整理
NEWS 中医協が医療経済実態調査の実施案を了承 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2812 2021 年３月１日
視点 ワクチン国内供給の体制整備を
座標
介護施設のコロナ患者受入で報酬特例
厚労省が食環境づくり推進へ検討会
訪問看護財団が新型コロナの実態調査
コロナ禍での介護事業所の実態調査
論評
新型コロナウイルスのファクトフルネス（上）

高橋泰 武藤真祐 加藤雅之
回復期リハビリ病棟入院基本料における実績指数と FIM 点数の経時的変化の違い
石森卓矢 岩井知太 吉田拓 腰塚洋介 美原盤
動向 医療従事者２万人に健康調査を実施 高齢者の接種は４月―新型コロナワクチンの先行接種始まる
霞ケ関と現場の間で⑬ 日本の代表的な精神科病院の改革
中村秀一
潮流
介護報酬改定テーマに講演やシンポ
２割負担の後期高齢者の割合に地域差
３病院団体がコロナの経営状況を発表
公立病院の再編統合取扱いを了承
医療関連サービス振興会がシンポ
老健施設の 2019 年度経営分析
ＮＥＷＳ 日医が医師の働き方改革で見解 ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№.2813 2021 年３月 11 日
視点 新型コロナの診療報酬特例
座標
コロナ対策で診療報酬の特例的対応
高齢者へのワクチン接種が４月開始
四病協がオンライン資格確認で調査
感染症学会がコロナワクチンで提言
論評
新型コロナウイルスのファクトフルネス（下）
高橋泰 武藤真祐 加藤雅之
日本財団 WORK！DIVERSITY プロジェクトの発進―多様な働きづらさを抱える人々に向けた横断的プロジ
ェクト
岩田克彦
潮流
死亡者数が 11 年ぶりに減少
内閣府が薬局利用で世論調査

新型コロナの介護現場実態調査
NEWS 日医会長が緊急事態宣言の延長求める 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（35）
（36）
編集室 ワードカプセル

№.2814 2021 年３月 21 日
視点 科学的介護革命
座標
初の中間年の薬価改定を告示
コロナの影響でがん検診・手術減少
健保組合の３月末現勢を公表
内閣府が地域社会の暮らしで調査
レコーダ
虎の門フォーラムの月例社会保障研究会から 「新型コロナウイルスの感染拡大と医療提供体制」
尾形裕也
オンライン資格確認やオンライン診療でシンポ―日医が医療情報協議会開く
動向
精神障害対応の地域包括ケアへ 支援体制を構築―厚労省検討会が報告書を了承
論評
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６回
宮本真司
随想―視診・聴診 廃屋の街
高山哲夫
潮流
２年度改定の経過措置の再延長を了承
公私病連が経営実態調査
健康寿命に必要な予防行動を提言
オンライン資格確認の試行開始
審査支払機能で「議論の整理」案
コロナワクチンの副反応を議論
NEWS 医師需給分科会が偏在対策を議論 ほか

第 53 回診療報酬請求事務能力認定試験合格者一覧
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№.2815 2021 年４月１日
視点 医療法改正で新興感染症に備えを
座標
菅首相がコロナ対策で５つの柱
４月からの厚労省関係の制度変更
医師国試の合格率は 91.4％
２年度国民負担率は 46.1％と上昇
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催 第 100 回定例研修会から「新型コロナウイルスと医療の今後」
鈴木康裕
動向 コロナ収束前の病床削減の推進に野党から懸念出る―医療法等改正案が国会で審議入り
霞ケ関と現場の間で⑭ 「最終的には生活保護」
中村秀一
BOOK REVIEW 『民主主義のための社会保障』
潮流
新型コロナの病床確保で新たな方針
改正薬機法や後発医薬品促進を説明
国保・高齢者医療課長会議の資料公表
NEWS ３年度介護報酬改定の効果検証の調査案了承 ほか
資料 医療法等の改正法案要綱
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
編集室から 創刊 80 周年を迎えて

№.2816 2021 年４月 11 日
視点 審査の差異解消と機能の共同利用へ
座標

診療報酬の経過措置を再延長
プログラム機器の診療報酬を検討
体外受精実施する医療機関を調査
大学病院の時間外労働を検証
鼎談 医薬品のイノベーションと薬価政策の方向
林俊宏 赤名正臣 坂巻弘之
動向
診療報酬改定やコロナの影響で調査結果を公表―令和２年度改定の結果検証の特別調査
審査の差異解消とシステムの整合性確保の工程示す―厚労省の審査支払機能検討会が報告書
潮流
オンライン資格確認の稼働 10 月に延期
協会けんぽ運営委が事業計画を了承
医療法等改正案で参考人が意見陳述
新型コロナと三位一体改革で講演
NEWS
中医協が医薬品の費用対効果の評価案を議論 ほか
資料 令和３年４月からの施設基準等の臨時的取扱い
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№.2817 2021 年４月 21 日
視点 ワクチン敗北
座標
諮問会議がデジタル化議論
医薬品新産業ビジョンへ要請書
特定健診実施率は 55.6％で上昇
2020 年の医療事故年報を公表
動向
高齢者自己負担の見直しが焦点 受診抑制に懸念―健保法等改正案が国会で審議入り
医療機関等への支援内容や改正医療法案を説明―令和２年度全国医政関係主管課長会議
論評
第２次安倍政権における医療政策に関する考察
尾形裕也

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７回
宮本真司
随想―視診・聴診 Web 研修会
高山哲夫
潮流
中医協が改定検討スケジュール了承
費用対効果評価の価格調整を了承
医療法等改正案が衆院で可決
外保連が新型コロナの影響を報告
日看協が病院看護実態調査
初のヤングケアラーの実態を調査
NEWS
中医協の支払側委員、専門委員が交代 ほか
資料 健保法等の改正法案要綱
編集室 ワードカプセル

No.2818 2021 年５月 1 日

Kindle 版はこちら

視点 動き出した費用対効果評価
座標
日病協が４年度診療報酬改定で要望書
財政審が社会保障テーマに議論
全自病が新型コロナで影響調査
日慢協が卒後臨床研修見直しを要望
インタビュー
審査支払改革の方向「やりきる」

新システム踏まえ共同開発を

社会保険診療報酬支払基金理事長 神田裕二
動向
医療提供体制改革なくして診療報酬改定なし―財務省が社会保障改革で考え方
論評 散骨にガイドラインを設定
喜多村悦史
霞ケ関と現場の間で⑮ 情けない話
中村秀一
潮流
健保法等改正案で参考人が意見陳述
医療法等改正案が参院で審議入り

中医協が薬価改定議論の進め方了承
NEWS
新型コロナの基本的対処方針の改定を ほか
年金の動き
資料 審査支払機能の在り方に関する検討会報告書
編集室・WEB 版公開のご案内

No.2819 2021 年５月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 新型コロナの影響で不透明な次期改定
座標
ワクチンの接種費用を増額
歯科医師のワクチン接種認める
後発医薬品の使用促進で新目標
小児科と耳鼻咽喉科が大幅減に
動向
費用対効果評価制度の概要と今後の課題―本格運用後で初の価格調整を了承
経常赤字 5098 億円 ８割の組合が赤字 実質保険料 10％超―令和３年度健保組合予算集計
潮流
入院医療分科会が３年度調査票了承
医療法等改正案の参考人質疑
医療提供体制で資源配分に問題あり
将来的にも薬剤師の供給過剰に
がんの 10 年生存率は 59.4％に
日看協が厚労省に政策要望
NEWS
菅首相が健保法等改正案で答弁 ほか
療養の給付の取扱いについて
資料
重点支援区域の取り組み状況
雇用・労働の動き
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№ 2820 2021 年５月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 オンライン診療で長期ケア施設の一元化を
座標
コロナ回復患者の個室入院で特例
経済同友会が社会保障改革で提言
コロナ対策で診療所の役割強化提言
コロナの政府主導政策の切り替えを
インタビュー
審査支払改革に向けて 高性能システムの開発に全力尽くす
国民健康保険中央会理事長 原勝則
動向
介護保険料の平均月額６千円超える 在宅介護は９％増―第８期の介護保険事業計画
論評
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８回（最終回）
宮本真司
随想―視診・聴診 ワクチン接種
高山哲夫
BOOK REVIEW 『アクティブ・エイジング―動楽と食楽のすすめ』
潮流
健保法等改正案が衆院で可決
厚科審分科会がコロナワクチン議論
ユルトミリスの価格を 4.3％引下げ
薬価改定で医薬品業界ヒアリング
2019 年度医療費の地域差分析
NEWS
中医協が入院医療の調査項目を了承 ほか
資料 国保総合システム更改に向けた検討状況について
編集室

№ 2821 2021 年６月 1 日
視点 新型コロナと医療提供体制改革
座標
コロナ新規感染者１万６千人に対応
国・日医がワクチン接種へ協力要請

Kindle 版はこちら

セルフメディ税制で対象医薬品追加
昨年 12 月の概算医療費▲1.9%
対談
医療勤務体制とデジタル化の改革で新型コロナ患者を数倍受け入れる！
高橋泰 大林尚
動向
コロナ禍踏まえて医師の働き方改革や地域医療構想進める―改正医療法が国会で成立
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催 第 101 回定例研修会から「令和３年度税制改正について」
住澤整
論評
障害者雇用施策と福祉施策の一体的展開をめざして
岩田克彦
霞ケ関と現場の間で⑯ 例外状況の社会民主主義
中村秀一
潮流
２社のコロナワクチンを特例承認
ヘルスケア産業の未来をテーマにシンポ
NEWS 診療所の半数以上で個別接種が可能に ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2822 2021 年６月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 改正医療法が成立
座標
病院の再編計画の取り組みを支援
ワクチン開発・生産強化戦略を決定
自宅療養者への診療計画を提言
薬剤費への上限設定を提言
レコーダ
新型コロナウイルスワクチンと社会保障を考える―第 24 回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナ
ー（上）
新型コロナウイルスワクチン開発の現状と地方自治体への希望

今川昌之
令和時代の社会保障と働き方～令和２年版厚生労働白書を題材に
武田俊彦
論評
新型コロナウイルス感染症の医療システムへの影響と対策・政策の日韓台比較
愼重虎 林慧茹 今中雄一
潮流
医療部会が改正医療法を議論
財政審が令和４年度予算へ建議
３病院団体が経営調査の結果を発表
デジタル改革関連６法が成立
初診のオンライン診療のルール作り
規制改革会議が答申
後期高齢者の２割負担導入に賛否
NEWS 医療経済実態調査は６月単月調査も実施 ほか
雇用・労働の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2823 2021 年 6 月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 「こども庁」より「こども財源」を
座標
「骨太方針 2021」の原案を提示
診療報酬改定で小児在宅ケアの要望
６割が「喫煙所は感染しやすい」
出生数は約 84 万人で過去最少
レコーダ
持続可能な社会保障の考え方と認知症施策の現状―第 24 回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナ
ー（下）
持続可能な社会保障制度を考える
香取照幸
介護保険制度をめぐる最近の動き
笹子宗一郎
動向
高齢者の窓口負担に２割を導入「改革の第一歩」―改正高確法が国会で成立
随想―視診・聴診 混乱
高山哲夫

潮流
救急救命士の質担保の課題を整理
医師需給分科会が偏在対策を議論
避難所における感染対策
医療的ケア児支援法が成立
社会福祉連携推進法人の施行へ整理
NEWS データヘルス改革工程表を決定 ほか
資料
ワクチン開発・生産体制強化戦略
データヘルス改革に関する工程表
経済スコープ
編集室・ワードカプセル

№ 2824 2021 年７月１日

Kindle 版はこちら

視点 ワクチン開発・生産体制の強化を
座標
薬剤師養成検討会がとりまとめ了承
全自病が４年度診療報酬改定へ要望
医療政策研究機構が意識調査
少子化白書を閣議決定
動向
病床確保・治療薬の有事対応を強化し財政健全化を進める―骨太方針 2021 を決定
看護必要度を分析 コロナ患者受入れ手術に影響表れる―令和２年度入院医療調査結果
霞ケ関と現場の間で⑰「医療大国」の日本がなぜ？
中村秀一
潮流
ＤＰＣ制度見直しへヒアリング
第８期医療計画検討会が初会合
新たなコロナ病床等確保計画を公表
自民がデータヘルス改革で提言
高齢社会白書を閣議決定
介護施設の転倒は老年症候群の一環
障害者総合支援法見直しへ論点
NEWS
薬価部会が令和３年度医薬品価格調査計画を了承 ほか
療養の給付の取扱いについて

年金の動き
資料 経済財政運営と改革の基本方針 2021 の概要
編集室・ワードカプセル

№ 2825 2021 年７月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 中医協が急性期入院医療の議論を始める
座標
社会保障制度改革会議が議論
後発医薬品体制加算の廃止を
厚労省が１～２月の医療費を報告
公私病連が決議
論評 令和３年度介護報酬改定の現場対応と今後の課題
西山正徳
動向 救急搬送や手術 治療室の状況で評価する視点を―中医協分科会が次期改定へ議論開始
BOOK REVIEW 『地域包括ケア時代の地域包括支援センター』
潮流
適切なケアマネジメント手法を推進
医師の働き方改革検討会が議論再開
日薬会長「４年度改定厳しく」
日医会長「改定率が最重要論点」
全日病が病院のあり方で報告書
オンライン資格確認導入へ集中期間
東総協が森田会長を再任
専門医機構の基本領域を広告可能に
日看協が会見で重点政策を説明
ヘルスケア産業ＰＦが要請書
NEWS オンライン診療の初診に適さない症状や医薬品の検討へ ほか
雇用・労働の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2826 2021 年７月 21 日
視点 オンライン診療の解禁
座標

Kindle 版はこちら

オンライン資格確認導入へ説明会
不妊予防支援パッケージまとめる
国立大学病院長会議が 2020 年度決算
介護福祉士の就労状況調査を公表
鼎談
新型コロナウイルス感染症と公衆衛生の役割―保健所の体制強化に向けて
松谷有希雄 白井千香 和田耕治
動向
コロナ特例の恒久化めぐり意見分かれる―中医協総会が次期改定へ本格議論
コロナの影響で件数は▲19・３％ 点数▲13・１％に―令和２年の診療行為別統計
随想―視診・聴診 禍福はあざなえる…
高山哲夫
潮流
中医協分科会が回復期入院医療を議論
外来機能報告ＷＧが初会合
機構の基本領域の専門医を広告可能に
協会けんぽが 2020 年度決算を発表
薬剤師養成検討会がとりまとめ
2040 年度に必要な介護職員は 280 万人
NEWS 知事会が緊急事態宣言で提言 ほか
経済スコープ
編集室・ワードカプセル

№ 2827 2021 年８月１日
視点 外来機能報告制度の検討はじまる
座標
コロナ新治療薬を無償で譲渡
訪問看護強化へ診療報酬改定要望
医薬品の流通改善 GL 見直しを提案
医師数の適合率は 97％と上昇
レコーダ
虎の門フォーラムの月例社会保障研究会から
「社会保障を取り巻く状況と展望～新型コロナを通して考えたこと」
鈴木俊彦
動向
対物から対人へ財源構成の見直し求める声―中医協が調剤報酬の議論に着手

Kindle 版はこちら

霞が関と現場の間で⑱ ある社会福祉法人の 70 年の歩み
中村秀一
潮流
救急救命士の活用へ研修内容を了承
介護施設の食費の負担限度額を見直し
がん連携拠点病院の指定類型を変更
全自病が 2020 年度決算調査を発表
NEWS 中医協が改定結果検証の３年度調査案了承 ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
第 54 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

№ 2828 2021 年８月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 薬局・薬剤師に期待される対人業務の充実
座標
コロナ感染拡大で入院は重症に限定
経済同友会が社会保障で提言
第４期医療費適正化計画の策定へ
平均寿命は男女とも過去最高
動向
働き方改革や薬の適切な使用の対応を図る―中医協が個別項目の第一ラウンドの議論
国保は実質的収支 936 億円の赤字 後期２年連続赤字―厚労省が令和元年度財政状況を発表
潮流
診療報酬改定の基本方針の議論開始
地域医療構想・医師確保 WG が初会合
医療資源重点外来の基本的考え方示す
医療９団体が感染拡大へ緊急声明
令和３年版厚生労働白書が閣議決定
ケアプラン検証を 10 月から開始
難病・小慢の合同委員会が意見書
障害児入所施設の過齢児の移行調整
NEWS 費用対効果評価部会が改善策を了承 ほか
雇用・労働の動き

第 54 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

№ 2829 2021 年８月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 薬学部の入学定員抑制へ
座標
新興感染症対応のヒアリング実施へ
成年後見制度計画策定で中間まとめ
保険薬局協会が後発品の緊急調査
新型コロナ収束後の働き方で調査
インタビュー
社労士は社会のデジタル化を支援し、
「人を大切にする社会」の実現を目指します
全国社会保険労務士会連合会会長 大野実
論評
学校と子ども家庭総合支援拠点の情報連携による児童虐待防止の取組み
小林由香
随想―視診・聴診 健康に感謝
高山哲夫
潮流
中医協が次期改定へ歯科医療を議論
入院医療分科会が療養病棟を議論
医療部会が改定の基本方針の議論開始
追加的健康確保措置で一定の緩和
コロナ禍の介護事業所の対策を作成
NEWS 中医協の消費税分科会が開催 ほか
第 54 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
経済スコープ
編集室・ワードカプセル

№ 2830 2021 年９月１日
視点 支払基金の新システムが稼働
座標
菅首相がコロナ感染拡大で対策

Kindle 版はこちら

自宅・宿泊療養の報酬手厚く
日病が４年度税制改正要望
介護従事者のワクチン接種調査
対談
医薬品産業の役割と薬価政策
眞鍋淳 坂巻弘之
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催第 102 回定例研修会から
「新型コロナウイルス感染症の対応と病院への影響」
相澤孝夫
霞が関と現場の間で⑲ 厚生労働白書への違和感
中村秀一
潮流
病院の「原価計算」テーマに講演会
介護分野の特定技能外国人は千人弱
NEWS 日医会長が臨時医療施設拡大へ提言 ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2831 2021 年９月 11 日
視点 中医協が次期改定の一巡目の議論終える
座標
厚労省の４年度概算要求は 33.9 兆円
日病協が診療報酬改定要望の第２報
コロナ患者の診療報酬で新たな特例
厚労省が元年度介護保険事業報告
鼎談
コロナ禍が明らかにした日本の医療提供体制の問題点
安藤高夫 池上直己 髙木安雄
動向
集中治療室や救急の患者の実態調べ分析―中医協の入院医療等分科会の議論
論評
新型コロナウイルス感染症と社会保障 令和３年版厚生労働白書のポイント

Kindle 版はこちら

飯郷智子
潮流
医師労働時間短縮計画の５段階評価
中医協総会が入院と在宅医療を議論
2023 年度医学部定員の考え方を了承
２年度介護労働実態調査結果を公表
NEWS 日医が控除対象外消費税解消へ税制要望 ほか
雇用・労働の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2832 2021 年９月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 コロナの初期治療を
座標
コロナ対応とマクロ経済を議論
経団連が経済活動再開へ提言
日慢協が死亡退院の状況を調査
100 歳以上が８万 6510 人
論評
「主たる診療科」別の診療所損益把握の改善必要性
『医療経済実態調査』の「実態」からの乖離状況
荒井耕 古井健太郎
動向
総額 42.2 兆円 伸び率▲3.2％は過去最大の減少幅―2020 年度の概算医療費を発表
一般会計は過去最大の 33 兆 9450 億円―厚労省が令和４年度予算で概算要求
随想―視診・聴診 寄り添い介護
高山哲夫
潮流
４年度に地域づくり加速化事業を実施
2019 年度社会保障給付費は 123.9 兆円
NEWS 中医協入院分科会が中間とりまとめ案を了承 ほか
経済スコープ
第 54 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

№ 2833 2021 年 10 月１日

Kindle 版はこちら

視点 経済安全保障と医薬品産業政策
座標
オンライン資格確認を本格稼働へ
コロナの医療提供体制で考え方
日精協がコロナ対応で調査
協会けんぽが５年収支見通し
論評
科学的介護について
石丸文至
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催第 103 回定例研修会から
「ジェネリック医薬品業界の当面の課題と展望」
澤井光郎
霞が関と現場の間で⑳ コロナがもたらした医療費の減
中村秀一
潮流
コロナ対応病院は経過措置再延長
重点外来の設定に慎重な議論求める声
労働時間短縮計画５段階評価取りやめ
医薬品産業ビジョンを８年ぶりに改訂
NEWS 費用対効果評価制度の分析プロセスを議論 ほか
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2834 2021 年 10 月 11 日
視点 感染防止対策を継続して支援
座標
岸田新内閣が発足
医薬品流通ガイドラインを改訂
健保連が２年度高額レセを発表
介護医療院や LIFE の活用を調査

Kindle 版はこちら

論評
ベーシックインカムなど所得保障をめぐる議論の背景や論点
社会保障研究会
動向
入院医療の技術的課題を中医協総会に報告―入院医療分科会の中間とりまとめ
BOOK REVIEW 『伴走型支援 新しい支援と社会のカタチ』
潮流
入院分科会が作業グループの最終報告
総合的な医療提供体制の確保要請
感染防止対策を継続支援し特例拡充
健保連がコロナ禍踏まえ政策提言
厚労省が２年度受療行動調査を発表
NEWS 医療保険部会が診療報酬改定の基本方針を議論 ほか
雇用・労働の動き
資料 令和４年度診療報酬改定に向けた議論の概要
編集室・ワードカプセル

№ 2835 2021 年 10 月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 コロナの飲み薬ができると
座標
岸田首相が所信表明演説
コロナの感染防止費用を補助
日医の有床診療所委員会が中間答申
子どもの医療費助成調査の結果を公表
動向
在宅医療を担う医療機関増やす見直しが課題に―中医協が改定の第２ラウンドの議論を開始
論評
ベーシックインカムなど所得保障をめぐる議論の背景や論点（下）
社会保障研究会
随想―視診・聴診 脂質異常の治療
高山哲夫
潮流
医療介護の「総合確保方針」議論へ
オンライン診療の指針改訂へ議論再開

全日病が学会をオンライン開催
後藤厚労相が初めての会見
日医と知事会がコロナで意見交換会
最先端医療の病床特例の検討開始
NEWS 医療部会が診療報酬改定の基本方針を議論 ほか
療養の給付の取扱いについて
経済スコープ
資料 令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について
編集室・ワードカプセル

№ 2836 2021 年 11 月 1 日
視点 新しい資本主義の実現に向けて
座標
４年度改定の基本的視点を提示
デジタル技術と医療テーマにシンポ
健保連が安心な医療と皆保険へ提言
コロナ補助金は１施設 10.1 億円
座談会 持続可能な薬価制度を考える 第１回
サスティナブルな社会保障制度のための財源について
岡本薫明 小黒一正 菅原琢磨
論評
高齢者のインターネット利用と健康―JAGES 縦断研究の結果より
古賀千絵 近藤克則 近藤尚己
動向
皆保険を守るため全世代で支え合う制度の構築へ―健保連が健保組合全国大会を開催
霞が関と現場の間で㉑「分配の政治」に思う
中村秀一
潮流
中医協が外来医療を議論
特例 C ‒ ２水準の運用方針を示す
紹介外来医療機関などの名称案を議論
救急医療と在宅医療の WG が初会合
第６波に備えコロナ対策の骨格示す
医業経営コンサル協会が提言
衆院選へ与野党が公約・政策

Kindle 版はこちら

NEWS 中医協の費用対効果評価分科会が価格調整方法見直し案を了承 ほか
年金の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2837 2021 年 11 月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 中医協分科会が検討結果 入院医療の議論が本格化
座標
日本健康会議が新たな実行宣言
がん拠点病院の指定指針改定へ議論
リハ医療団体協が４年度改定で要望
支払基金が審査基準統一へ体制強化
レコーダ
新型コロナの状況踏まえて医療提供・ワクチン体制整備―厚労省の局長らが就任会見
座談会 持続可能な薬価制度を考える 第２回
イノベーションの評価と医療保険財政について
城克文 小黒一正 菅原琢磨
動向
令和４年度改定の入院医療の見直し一定の方向性示す―中医協分科会が検討結果を報告
潮流
医療法人の事業報告書をデジタル化
がん、難病、アレルギー対策で論点
NEWS 中医協が４年度改定へ訪問看護を議論 ほか
雇用・労働の動き
資料 入院医療等の調査・評価分科会のとりまとめ
編集室・ワードカプセル

№ 2838 2021 年 11 月 21 日
視点 看護・介護・保育の収入増
座標
国民医療推進協が財源確保へ決議
新資本主義実現会議が緊急提言
医薬品の流通改善テーマに講演会

Kindle 版はこちら

２年度介護給付費実態調査を公表
論評
アメリカにおける新型コロナウイルス感染症と経済対策―医療機関に対する支援を中心に
髙山一夫
動向
本体は高止まり 躊躇なくマイナス改定を―財務省が診療報酬改定で考え方
随想―視診・聴診 全人的に寄り添う
高山哲夫
潮流
吉田厚生労働事務次官が会見
中医協が急性期入院医療を議論
精神医療や療養・就労支援テーマに
全世代型社会保障構築会議が初会合
第６波に備えコロナ対策の全体像示す
第８次医療計画策定へヒアリング
初診からのオンライン診療を議論
「上手な医療のかかり方」を啓発
NEWS 中医協の薬価部会が高額医薬品の対応を議論 ほか
経済スコープ
資料 財政制度等審議会財政分科会の資料
編集室・ワードカプセル

№ 2839 2021 年 12 月 1 日

Kindle 版はこちら

視点 新型コロナの第６波に備える
座標
政府が新たな経済対策を閣議決定
看護師の処遇改善が改定率に影響
社会保障の意識調査の結果公表
国立がんセンターが生存率を発表
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催第 19 回公開シンポジウムから（上）
「健康・医療戦略とデータ」
八神敦雄 宮田俊男 稲生優海
動向
地ケアや回リハ、療養病棟の評価の見直しを議論―中医協が令和４年度改定の議論進める

霞ヶ関と現場の間で㉒ コロナ感染症の間氷期に思う
中村秀一
潮流
保険適用する不妊治療の技術を議論
中部医師会連合が福井市で委員総会
元年度国民医療費は 44 兆 3895 億円
NEWS 医療資源重点活用外来の病院の評価を議論 ほか
年金の動き
療養の給付の取扱いについて
資料
新型コロナビジュアル解説 ウイルスと変異の実態からポストコロナに向けた提言
高橋泰 加藤雅之
編集室・ワードカプセル

№ 2840 2021 年 12 月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 コロナ補助金により病院の収益率が改善
座標
薬価の平均乖離率は 7.6％に
調剤報酬の敷地内薬局の対応を議論
３年度補正予算案を閣議決定
オンライン資格確認の利用状況を報告
座談会
持続可能な薬価制度を考える 第３回
将来を見据えた、医薬品の適切な評価について
伍藤忠春 小黒一正 菅原琢磨 梅田一郎
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催第 19 回公開シンポジウムから（下）
「デジタル技術と医療」
岩崎博之 重藤祐貴
動向
コロナにより損益率が悪化。補助金で回復―厚労省が医療経済実態調査の結果を報告
潮流
後藤厚生労働大臣が就任会見
中医協が急性期入院医療を議論
支払６団体が診療報酬改定で要請書
オンライン診療の指針改定案を了承

国保制度改善強化全国大会開く
NEWS 医療部会が４年度診療報酬改定の基本方針の骨子案を了承 ほか
雇用・労働の動き
編集室・ワードカプセル

№ 2841 2021 年 12 月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 かかりつけ医の法制化
座標
3.7 万人のコロナ入院体制を構築
公立病院経営強化検討会が中間まとめ
日医がＴＫＣ医業経営指標を公表
ヘルスケア産業ＰＦが診療報酬で要請
対談
オンライン診療の活用に向けて医療現場からの課題
こやり隆史 西村理明
動向
コロナを踏まえ働き改革等を重点課題に設定―社保審が診療報酬改定の基本方針まとめる
随想―視診・聴診
苦痛なく幸せな経過
高山哲夫
潮流
地ケア病棟や働き方改革を議論
薬価流通政策研究会が発足
ヘルスケア産業 PF が総会
介護給付費分科会が処遇改善を議論
NEWS 三師会が厚労相に診療報酬のプラス改定を要望 ほか
解説
新型コロナビジュアル解説②―知りたい疑問に答える 免疫とワクチン
高橋泰 加藤雅之
経済スコープ
編集室・ワードカプセル
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