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№ 2855 2022 年５月 11 日

NEW！

視点 2040 年を見据えた救急医療提供体制
座標
全世代型社会保障会議が中間整理案
共用試験公的化へ意見書案を了承
全自病が医師の働き方改革で実態調査
日医がオンライン診療入門で手引き
対談 新型コロナを経験した今、日本に求める「ビジョン」
―社会保障制度を次世代へつなぎ、健康・経済に製薬産業が貢献するために
岡田安史 堀真奈美 川崎真規
インタビュー 令和４年度診療報酬改定
回復期の入院医療に厳しい改定 救急の連携体制の再整理も必要
日本医師会常任理事 城守国斗
論評 ビスマルク型社会保障制度の変容と課題 第５回
田中秀明
潮流
日医がかかりつけ医のあり方で提言
「紹介受診重点医療機関」を分析
医療情報活用の進化をテーマに討議
厚労省ＷＧが救急医療の議論を開始
NEWS 看護の処遇改善の制度設計で特別調査 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2854 2022 年５月１日
視点 公立病院の経営強化プラン
座標

財務省がかかりつけ医の制度化を提案
公立病院の経営強化プラン策定を
病院の看護職員は２倍以上必要
一般・療養型病院の医業収支が改善
インタビュー 令和４年度診療報酬改定
医療資源投入量に応じた評価を入院医療の分野で一定程度実現
健康保険組合連合会理事 松本真人
論評 ビスマルク型社会保障制度の変容と課題 第４回
田中秀明
霞が関と現場の間で㉗ 山口昇先生を悼む
中村秀一
潮流
看護の処遇改善の本格議論を開始
感染防止対策などで疑義解釈
薬機法等改正案が衆院で可決
京大のコンソーシアムが記者発表
健保連の宮永俊一会長を再任
BOOK REVIEW 『2020 年代初頭の医療・社会保障― コロナ禍・全世代型社会保障・高額新薬』
NEWS 中医協が歯科用貴金属の価格の緊急改定を了承 ほか
資料 令和４年度診療報酬改定の疑義解釈
年金の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2853 2022 年４月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 パンとサーカス
座標
看護の処遇改善の本格議論開始
不妊治療の保険適用でセミナー
４・５年度の後期高齢者保険料を公表
小学６年生の 6.5％が「家族の世話」
インタビュー 令和４年度診療報酬改定
コロナの感染拡大に対応しつつ従来からの課題に着実に応える
厚生労働省保険局医療課長 井内努
レコーダ 医療経済フォーラム・ジャパン主催第 105 回定例研修会から「社会保障と財政」

可部哲生
論評 ビスマルク型社会保障制度の変容と課題 第３回
田中秀明
随想―視診・聴診 やれやれ
高山哲夫
潮流
日医の有床診委員会が最終答申
日看協が看護実態調査を公表
SCARDA が戦略推進会合を初開催
BOOK REVIEW 『ナーシング・トランスフォーメーション―看護必要度によるリスキリング』
NEWS 医師少数区域の認定医師は 60 人 ほか
経済スコープ
編集室 ワードカプセル

№ 2852 2022 年４月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 コロナが続く中での４年度診療報酬改定
座標
外来機能報告制度が４月から開始
協会けんぽが４年度事業計画を了承
2021 年の医療事故年報を公表
介護従事者処遇状況調査の結果を公表
動向
危機管理強化のため緊急時の薬事承認制度と電子処方箋を創設―薬機法等改正案が国会で審議入り
不妊治療や新規技術を評価して医療保険に適用―令和４年度診療報酬改定・個別②
論評 ビスマルク型社会保障制度の変容と課題 第２回
田中秀明
レコーダ 令和４年度診療報酬改定を評価「次のプラス改定につなげる」―日本医師会が代議員会開く
潮流
全国医政主管課長会議を開催
遠隔医療活用の基本指針策定へ
循環器病協が改定項目の報告受ける
介護保険部会が制度改正へ議論開始
NEWS 全日本病院協会が臨時総会開く ほか

解説年表 平成・令和の診療報酬改定⑶
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2851 2022 年４月１日

Kindle 版はこちら

視点 勤労者皆保険の実現に向けて
座標
宿日直許可基準の緩和措置を要望
４月から診療報酬改定を実施
医師国試の合格率は 91.7％
介護療養型の移行状況に意見
論評 ビスマルク型社会保障制度の変容と課題 第１回
田中秀明
動向 感染防止対策やオンライン診療 新たな価格設定―令和４年度診療報酬改定・個別①
潮流
令和２年医師数は 33 万 9623 人
支払基金が４年度事業計画を発表
明細書発行加算の創設を提案
霞が関と現場の間で㉖ 東京都練馬区における「看取り死」の状況
中村秀一
NEWS 看護職員の処遇改善は中医協分科会で議論 ほか
BOOK REVIEW 『地域包括ケアを現場で語る』
年金の動き
解説年表 平成・令和の診療報酬⑵
編集室 ワードカプセル

№ 2850 2022 年３月 21 日
視点 毎年薬価改定でいいのか
座標
新型コロナ重点措置解除へ考え方
医療者と患者の共有意思決定の導入策

Kindle 版はこちら

４年度改定の告示や通知を発出
３年度の国民負担率
論評
新型コロナウイルス感染症流行前後における高齢者の社会参加自粛・ネット利用・健康状態―11 市町との
共同調査データの横断分析
藤並祐馬 方恩知 近藤克則
動向 大病院と他の医療機関が連携し外来機能を強化・分化―令和４年度診療報酬改定・外来
随想―視診・聴診 対面診療の大切さ
高山哲夫
潮流
高齢者医療・国保課長会議を開く
全世代型社会保障会議が論点を議論
介護医療院や LIFE の調査結果を報告
世界初の高血圧アプリが薬事承認へ
NEWS 在宅医療 WG が基盤整備を議論 ほか
経済スコープ
解説年表
平成・令和 30 年間の診療報酬改定の歴史を考える―変わったもの、変わらないもの、そして明日
髙木安雄 三谷宗一郎
編集室 ワードカプセル

№ 2849 2022 年３月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 地域医療構想の進め方を確認
座標
４年度薬価基準の全面改定を告示
後藤厚労相が所信表明
約９割が「かかりつけ医」必要
社保審が介護報酬の臨時改定を答申
論評 医療機能による有床診療所の財務状況への影響―多様な財務側面への留意の必要性
荒井耕 古井健太郎
動向 働き方改革への対応や DPC 制度入院の評価見直し―令和４年度診療報酬改定・入院②
潮流
医療提供改革の議論の進め方を確認
公私病連が３年実態調査結果を公表

日医が医療情報システム協議会開く
日医が産科大学病院の宿日直調査
薬機法改正案を国会に提出
柔整のオンライン請求で方向性案
介護保険の福祉用具検討会が初会合
NEWS 医療部会がオンライン診療の指針改訂を議論 ほか
第 55 回診療報酬請求事務能力認定試験合格者一覧
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2848 2022 年３月１日

Kindle 版はこちら

視点 急性期医療の充実めざす診療報酬改定
座標
循環器病支援センターでモデル事業
介護３団体が追加接種で合同調査
サイバーセキュリティ対策費用で試算
交互接種の有効性・副反応で初の調査
動向 高度・専門的な実績を持つ病院を手厚く評価する―令和４年度診療報酬改定・入院医療
論評
訪問リハビリテーションのあり方についての提言―訪問リハビリテーション事業所と訪問看護ステーショ
ンの機能分化に向けて
石森卓矢 風晴俊之 美原盤
霞が関と現場の間で㉕ 2022 年度の診療報酬改定
中村秀一
潮流 岸田首相が医療提供体制の強化策発表
NEWS 働き方改革作業部会が勤務医への情報発信の具体案を了承 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
資料 令和４年度診療報酬改定（中医協答申）の内容

№ 2847 2022 年２月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 「なんちゃって急性期」と言わせるな
座標
DMAT 活動要領を改正
日慢協が診療報酬改定を強く支持
日医がコロナの宿泊療養施設調査
介護給付費分科会が審議報告を了承
動向 入院外来医療の機能分化を進めコロナにも対応―中医協が令和４年度診療報酬改定を答申
インタビュー
転換期にきた新型コロナ感染症への対応
山本光昭
論評
専攻医数シーリングの影響と地域の医師・医療確保―大阪府病院調査結果から
長野広之 原 広司 田中将之 坂井亮太 山崎隆司 宿南夏樹 里村征紀 今中雄一
随想―視診・聴診 ああ 94 歳
高山哲夫
潮流
日医が産科有床診の宿日直許可調査
月額９千円相当の介護職員の処遇改善
NEWS 救命救急センターの充実段階評価案を了承 ほか
経済スコープ
資料 令和４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

№ 2846 2022 年２月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 オンライン資格確認 協議会発足へ
座標
オンライン診療の指針を改訂
医学生の医行為は限定的に
福祉機構が病院の 2020 年度経営調査
介護医療院は２倍以上の増加
動向 医療体制の構築や２割負担施行など重要施策を説明―令和３年度全国厚労部局長会議

論評 病院の事業承継を考える―厚労省の調査研究と今後の課題
赤羽根信廣
BOOK REVIEW 『社会保障・税一体改革の一年』
潮流
中医協が個別改定項目を了承
公益裁定で「必要度」見直し決着
オンライン資格確認で推進協議会
医療部会が電子処方箋を議論
協会けんぽの４年度保険料率が決定
NEWS オンライン診療の初診の水準を決定 ほか
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2845 2022 年２月１日

Kindle 版はこちら

視点 重症度、医療・看護必要度の見直し
座標
中医協の対立点が公益裁定で決着
社会保障審議会が予算案など議論
2020 年度指導・監査の実施状況
看護師派遣が全地域で可能に
レコーダ
医療経済フォーラム・ジャパン主催 第 104 回定例研修会から
「すでに起こった未来、病院はどう変わるべきか―ICT を活用し『治し支える医療』への転換を本格化」
織田正道
行政のデジタル化、医療的ケア児をめぐる課題―第 25 回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー
（下）
山内孝一郎 河村のり子
新春座談会 社会保障改革の再起動へ コロナ後の医療と経済を考える（下）
西村周三 尾形裕也 山田 久 宇野 裕
論評 介護職の賃上げが人材不足の矛盾
結城康博
霞が関と現場の間で㉔
山崎史郎著『人口戦略法案』をめぐる対話
中村秀一

潮流
中医協が４年度改定で公聴会
医療技術分科会が評価結果を報告
外保連が４年度改定要望を報告
コロナ対応踏まえ医療改革を議論
NEWS 日医と知事会がオミクロン株対応で意見交換 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

№ 2844 2022 年１月 21 日

Kindle 版はこちら

視点 カルテデータは誰のものか
座標
オミクロン対応で医療提供体制強化
新興感染症の医薬品確保へ
医法協が看護必要度見直しで要望書
介護職員の処遇改善に新加算
新春座談会 社会保障改革の再起動へ コロナ後の医療と経済を考える（上）
西村周三 尾形裕也 山田 久 宇野 裕
インタビュー
弾力的な行政の動かし方を考えコロナによる危機を乗り越える
厚生労働大臣 後藤茂之
動向 厚労省予算案は過去最高の 33 兆 5160 億円―令和４年度予算案を閣議決定
レコーダ 新型コロナ対策と社会保障改革―第 25 回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（上）
樽見英樹
随想―視診・聴診 ゲレンデ？
高山哲夫
潮流
医師養成と偏在対策で中間とりまとめ
４年度診療報酬改定で議論の整理
医療・看護必要度でシミュレーション
NEWS 標準規格の電子カルテ普及の方策を議論 ほか
第 55 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

№ 2843 2022 年１月 11 日

Kindle 版はこちら

視点 外来機能報告制度の大枠がまとまる
座標
４年度厚労省予算案は 33.5 兆円
保険医療材料制度改革の骨子を了承
介護職員の収入月額９千円アップ
令和元年の健康寿命の最新値を公表
動向 看護職員等への処遇改善含めてプラス 0.43％に―令和４年度の診療報酬改定率が決定
新春座談会 ウィズコロナ・アフターコロナの医療政策（下）
伊原和人 神野正博 松田晋哉 梶本 章
潮流
中医協の支払・診療側委員が意見提示
令和４年度薬価制度改革の骨子を了承
仕切価率の上昇に医薬品卸が反発
NEWS 中医協がオンライン診療の報酬上の評価を議論 ほか
新春随想 牧原秀樹 古屋範子 早稲田ゆき 梅村 聡 足立信也 小池 晃 福島みずほ 本後 健
堀越栄子 美原 盤
第 55 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
雇用・労働の動き
編集室 ワードカプセル

№ 2842 2022 年１月１日
視点 診療報酬改定率は 0.43％で決着
新春座談会 ウィズコロナ・アフターコロナの医療政策（上）
伊原和人 神野正博 松田晋哉 梶本 章
レコーダ
日本公衆衛生協会がシンポジウムを開催 感染症に備えた体制強化を議論
霞が関と現場の間で㉓ 「高負担」が避けられない日本の社会保障

Kindle 版はこちら

中村秀一
潮流
外来機能報告 WG が報告書まとめる
「必要度」のシミュレーション案提示
不妊治療の保険適用の考え方を了承
NEWS 心電図モニターの管理削減に懸念の声 ほか
新春随想 江利川毅 松本吉郎 神田裕二 川上純一 田中志子 河本滋史 曽根智史 原 勝則
秋山智弥
療養の給付の取扱いについて
年金の動き
第 55 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

年間購読・バックナンバーのお申込みは、オンライン・ブックストアか
ら

