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１．診療領域別委員会委員長交代の件
下記の通り、診療領域別委員会委員長変更願いを３件受領いたしました。

1） 小児関連委員会
おおやま しょういち

［前任］ 横谷 進

［後任］ 大山 昇一 （済生会川口総合病院）

2） 呼吸器関連委員会
むろ

［前任］ 西村 善博

［後任］ 室

しげお

繫郎 （奈良県立医科大学）

3） 神経関連委員会
きたがわ かずお

［前任］ 長谷川泰弘

［後任］ 北川 一夫 （東京女子医科大学脳神経内科学）

（参考資料1-1）委員長交代願い原本
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件
〇 内保連令和４年度診療報酬改定最終提案書および医薬品再評価提案書受領件数
技術提案（合計） 441件
・未収載技術 171件 ［共同提案 * 126件（74％）］
*
・既収載技術 270件 ［共同提案 207件（77％）］
基本診療料 54件 ［共同提案* 35件（65％）］
医薬品

18件

参考：令和２年度改定
技術提案（合計） 468件
・未収載技術 193件［共同提案 131件（68％）］
・既収載技術 275件［共同提案 194件（71％）］
医学管理等
47件［共同提案 28件（60％）］
医薬品
52件

＊共同提案：他学会との共同提案で提出された提案件数

〇 参考 令和4年度改定における医療技術評価分科会
 令和３年度 第１回 医療技術評価分科会
令和３年１１月４日（木）開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00006.html
 令和３年度 第２回 医療技術評価分科会
令和４年１月１８日（火）開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00007.html
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

１）加盟学会総括
〇 令和４年度改定の結果について加盟学会から総括を提出していただいた。
医療技術評価－未収載（171件）
12件, 7%

9件, 5%

未収載

15件, 9%

要望通り反映された
一部要望が反映された
全く反映されなかった
その他

全171件
9件

(5%)

15件

(9%)

135件 (79%)
12件

(7%)

135件, 79%

医療技術評価－既収載（270件）
27件, 10%

13件, 5%

既収載

全270件

32件, 12%

要望通り反映された

13件

一部要望が反映された

32件 (12%)

全く反映されなかった

198件 (73%)

その他

(5%)

27件 (10%)

198件, 73%

（参考）令和4年度診療報酬改定結果アンケート：http://www.naihoren.jp/modules/about/index.php?content_id=23
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

合計－医療技術評価（441件）
39件, 9%

22件, 5%
47件, 11%

医療技術合計
（未収載＋既収載）

全441件

要望通り反映された

22件

一部要望が反映された

47件 (11%)

全く反映されなかった

333件 (76%)

その他

39件

(5%)

(9%)

333件, 75%

保険局医療課A区分（54件）
5件, 9%

3件, 6%

保険局医療課A区分

全54件

6件, 11%

要望通り反映された

3件

一部要望が反映された

6件 (11%)

全く反映されなかった

40件 (74%)

その他

5件

(6%)

(9%)

40件, 74%
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

〇 診療報酬改定結果推移

未収載
申請
改定対象
改定率
既収載
申請
改定対象
改定率
全体
申請
改定対象
改定率

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2020年度 2022年度

83
33
40%

176
52
30%

140
7
5%

119
24
20%

156
30
19%

193
32
17%

171
24
14%

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2020年度 2022年度

116
51
44%

260
86
33%

225
32
14%

286
78
27%

288
97
34%

275
67
24%

270
45
17%

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2020年度 2022年度

199
84
42%

436
138
32%

365
39
11%

405
102
25%

444
127
29%

468
99
21%

441
69
16%
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２）内保連の基本方針（重点項目）の総括

２．令和４年度診療報酬改定総括の件

令和４年度内保連基本方針
１. 一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」にD項目の追加
２. 内科系治療の基本である薬物療法における処方技術の評価
－「注射処方料」ゼロの是正
３. 「説明と同意」を評価し、指導管理料を拡大し、
「意思決定支援管理料」を新設
４. 医療安全の推進（血液採取料、消化器軟性内視鏡安全管理料）
５. 標準的手順が省かれ医療費を高騰させている生体検査の見直し
６. チーム医療の推進と医師負担の軽減
７. 医療連携と在宅医療の推進
８. 妊娠・周産期・小児医療の重視
９. 遠隔医療の推進
10. AI（人工知能）診療・診断の推進
11. 国民に役立つ医療技術の導入・強化（令和４年度内保連医療技術提案）
（参考資料2-1）内保連基本方針
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

１． 一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」にD項目の追加
提

案

A299201／日本内科学会／重症度、医療・看護必要度

総

括

反映なし

２． 内科系治療の基本である薬物療法における処方技術の評価－「注射処方料」ゼロの是正
提

案

299101／日本内科学会／注射処方料

総

括

反映なし

３． 「説明と同意」を評価し、指導管理料を拡大し、「意思決定支援管理料」を新設
提

案

299102／日本内科学会／人工呼吸器装着時意思決定支
援管理料

総

括

総

括

反映なし

４． 医療安全の推進（血液採取料、消化器軟性内視鏡安全管理料）
提

案

726202／日本臨床検査医学会／血液採取・静脈
採血1件あたりの平均コストは約500円．
現行35点では採血1件あたり約150円以上の大幅な赤字．
医療安全推進の目的から現行35点から50点への増点を要
望する．
消化器軟性内視鏡安全管理料の新設
（提案書提出なし）

D400 1
35点⇒37点に増点
乳幼児加算は25点⇒30点に増点
学会からの提案書が提出されていなかった手違いを深謝い
たします。
次年度はブラッシュアップして再度提案したいと思います。
（参考資料2-2）内保連基本方針総括
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

５． 標準的手順が省かれ医療費を増加させている生体検査の見直し
提

案

276202／日本腎臓学会／経皮的腎生検

反映なし

261201／日本心血管インターベンション治療学会／冠攣
縮性狭心症の診断における冠攣縮誘発薬物負荷試験

反映なし

総

括

総

括

６． チーム医療の推進と医師負担の軽減
提

案

231103／日本呼吸ケア・リハビリテーション学会／在宅医
療機器安全管理指導料

反映なし

266102／日本心臓リハビリテーション学会／心不全再入
院予防指導管理料

反映なし

A285202／日本精神神経学会／精神科リエゾンチーム加
算に関する改定要望

反映なし
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

７． 医療連携と在宅医療の推進
Ⅰ．在宅でより充実した医療を目指す
提

案

231103／日本呼吸ケア・リハビリテーション学会／在宅医
療機器安全管理指導料

295103／日本透析医学会／在宅血液透析管理加算（多
職種による）
多職種により在宅血液透析患者の管理計画を作成し，その
計画に基づき，定期的に訪問し，透析機器の管理を行った場
合，適切に評価する．

229206／日本呼吸器学会／在宅酸素療法指導管理料の
算定要件変更
245201／日本小児科学会／在宅ターミナルケア加算
小児の終末期医療の質を担保するために，15歳未満小児
患者に対して死亡日及び死亡前14日以内に，2回以上の往
診又は訪問診療を実施した場合，在宅ターミナルケア加算に
加算して，1,000点を更に加算する．

総

括

反映なし
※「６．チーム医療の推進と医師負担の軽減」と同一提案
C102－2
【在宅血液透析指導管理料】
8,000点⇒10,000点に増点
［算定要件］
（5）日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュア
ル」に基づいて患者及び介助者が医療機関において十分な
教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同
意を受けた上で、在宅血液透析が実施されていること。また、
当該マニュアルに基づいて在宅血液透析に関する指導管理
を行うこと。
反映なし
C003
15歳未満の小児（児童福祉法第6条の2第3項に規定する
小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は，20歳未
満の者）に対して総合的な医療を提供した場合は，小児加算
として，週1回に限り，1,000点を所定点数に加算する．
（点数は要望通りだが，疾患が悪性疾患に限定された．）
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

７． 医療連携と在宅医療の推進
Ⅱ．在宅で使用する機器の提案
提

案

231101／日本呼吸ケア・リハビリテーション学会／在宅ハ
イフローセラピー加算
治療上HFTを必要とする在宅患者が安定的にHFTを利用
できる環境の整備を行う（5,000点/月）．

総

括

C107－3
在宅ハイフローセラピー指導管理料 2,400点 （新設）
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外
の患者に対して，在宅ハイフローセラピーに関する指導管理
を行った場合に算定する．
C171－3
在宅ハイフローセラピー材料加算 100点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外
の患者に対して，当該療法に係る機器を使用した場合に，3
月に3回に限り，第1款の所定点数に加算する．
C174
在宅ハイフローセラピー装置加算 1,600点
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患
者に対して，在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に，
3月に3回に限り，第1款の所定点数に加算する．
なお，本装置は在宅酸素療法と併用されることが前提であり，
要望していない指導管理料が収載となり，実際の使用に際し
指導管理料は，意味のないものとなっている．

258205／日本神経学会／排痰補助装置
自力での喀痰排出困難な神経筋疾患等の患者に対し，入院
及び外来，在宅にて排痰補助装置を使用した場合に，1日に
つき1回の60点を算定する．
259203／日本神経治療学会／オンライン装置治療指導
管理料

要望とは異なるが，管理料が
1,800点⇒1,829点
に増点した．
反映なし
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

７． 医療連携と在宅医療の推進
Ⅲ．入院から在宅への橋渡し機能の充実
提

案

総

733201／日本臨床内科医会／処方箋料

反映なし

733202／日本臨床内科医会／処方料

反映なし

236208／日本在宅医療連合学会／強化型在宅療養支援
診療所のグループ内の訪問診療の実績評価

反映なし

括

８． 妊娠・周産期・小児医療の重視―妊娠・出産・子育てを一連の流れとして包括的に支援
提

案

234101／日本産科婦人科学会／不妊症指導管理料
不妊症患者の外来診療における、生活習慣の改善や妊娠し
やすい性交渉のタイミングなどの指導

278202／日本人類遺伝学会／遺伝学的
検査の適用拡大
小児慢性特定疾病・難病の精密な診断と最適な医療の提供

総

括

B001－32
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において，入
院中の患者以外の不妊症の患者であって，一般不妊治療を
実施しているものに対して，当該患者の同意を得て，計画的
な医学管理を継続して行い，かつ，療養上必要な指導を行っ
た場合に，3月に1回に限り算定する．
D006－4 ［算定要件］
（1）遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場合に
行うものとし，原則として患者1人につき1回に限り算定でき
る．（中略）ア～ウ （略）
エ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において
検査が行われる場合に算定できるもの
オ 臨床症状や他の検査等では診断がつかない場合に，別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関において
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２．令和４年度診療報酬改定総括の件

８． 妊娠・周産期・小児医療の重視―妊娠・出産・子育てを一連の流れとして包括的に支援
（前ページより続き）
提

案

総

括

A307 造血幹細胞移植を実施する患者に対して，治療上の
必要があって無菌治療室管理が行われた場合は，当該基準
に係る区分に従い，90日を限度として，1日につき次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する．
イ 無菌治療管理加算１ 2,000点
ロ 無菌治療管理加算２ 1,500点

A245201／日本小児科学会／小児入院医療管理料
小児入院医療における質の向上とチーム医療の推進

小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は障害児
である患者について，薬剤師が，退院に際して当該患者又は
その家族等に対して，退院後の薬剤の服用等に関する必要
な指導を行った上で，保険薬局に対して，当該患者に係る調
剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は，退院
時薬剤情報管理指導連携加算として，退院の日に1回に限
り，150点を所定点数に加算する．
患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合している保険医療機関の病棟に入院している
患者について，養育支援体制加算として，入院初日に限り
300点を所定点数に加算する．
当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間，休日
又は深夜において，緊急に入院を必要とする小児患者を受
け入れる体制の確保につき病棟に入院している患者（小児
入院医療管理料１又は小児入院医療管理料２を現に算定し
ている患者に限る．）について，当該基準に係る区分に従い，
入院初日に限り，次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する．
イ 時間外受入体制強化加算１ 300点
ロ 時間外受入体制強化加算２ 180点
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８． 妊娠・周産期・小児医療の重視―妊娠・出産・子育てを一連の流れとして包括的に支援
（前ページより続き）
提

案

251101／日本小児心身医学会／要支援児童指導管理料
養育過誤が確認された親の積極的な支援と児童虐待による
小児の生命予後改善ための児童相談所との連携

総

括

A307
患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関の病棟に入院している患者について，養育
支援体制加算として，入院初日に限り300点を所定点数に
加算する．

254201／日本小児精神神経学会／小児特定疾患カウン
セリング料の見直し

反映なし

245101／日本小児科学会／成人移行支援連携指導料
1,2

反映なし

９． 遠隔医療の推進
Ⅰ．オンライン診療の健全な発展と普及
提

案

713105／日本不安症学会／オンライン認知行動療法

総

括

総

括

反映なし

Ⅱ．遠隔モニタリングの適切な成長と普及
提

案

229202／日本呼吸器学会／在宅持続陽圧呼吸療法指導
管理料２の算定要件ウの修正

反映なし

266101／日本心臓リハビリテーション学会／遠隔心大血
管リハビリテーション

反映なし
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９． 遠隔医療の推進
Ⅲ．専門的支援の対象の拡大
提

案

総

括

294201／日本てんかん学会／遠隔連携診療料
てんかん専門医療施設以外の保険医療機関が，入院中の
患者以外の患者について，てんかんもしくはてんかんの疑い
により，その診断治療等の必要性を認め，専門医療施設へ通
院が困難な事情が認められる場合，遠隔地のてんかん学会
の認定てんかん専門医がビデオ通話可能な情報通信機器
を用いて，当該地の医師と連携して診療を行った場合に算定
する．

704201／日本脳卒中学会／遠隔連携診療料（急性期脳
卒中）
離島・へき地や過疎地域など医療資源が乏しい地域におい
て，急性期脳卒中（発症24時間以内の脳梗塞，脳内出血，く
も膜下出血等）が疑われる患者に対して，その診断・治療を
目的として，当該保険医療機関が脳卒中を専門とする他の
保険医療機関とリアルタイムな通話・画像閲覧が可能な情
報通信機器を用いたD to Dの遠隔診療連携を実施して病
院間救急搬送を行った場合に限り，既存の遠隔連携診療料
を適応拡大する．

B005 11
知的障害を有するてんかん患者について遠隔連携診療料を
「その他の場合」に新設
（その他の場合：診断目的以外を含む）

A２０５－２
超急性期脳卒中加算について，医療資源の少ない地域にお
いては，脳卒中診療における遠隔医療の体制を構築すること
を要件に，施設基準を見直す．次のいずれも満たしていること．
（イ）講習会をされていること．
（ロ）日本脳卒中学会が定める「基本診療料の施設基準
等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関で
あって，超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保
険医療機関との連携体制が構築「脳卒中診療における遠隔
医療（Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を
用いた診療を行う体制が整備されていること．
（ハ）日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適
正使用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上
配置されていること施設基準の見直し
なお，本来は，t-PA静注療法に限定せず，機械的血栓回収
療法，画像診断，初期治療など，脳卒中急性期診療全般に
おける遠隔サポートを想定していたが，t-PA静注療法限定
での反映となった．
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１０． AI（人工知能）診療・診断の推進
提

案

204101／日本医学放射線学会／人工知能技術を用いた
画像診断補助に対する加算（単純・コンピュータ断層撮影）
人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアを使用し
た画像診断を実施した際に，人工知能臨床使用指針を遵守
する場合の加算として，人工知能技術加算（30点）の創設を
要望する．

総

括

E画像診断 通則5
未収載提案⇒既収載評価
300点⇒340点 増点
当該内容は画像診断管理加算３の施設基準に追加
【収載内容】関係学会の定める指針に基づいて，人工知能
関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な
安全管理を行っていること．その際，画像診断を専ら担当する
常勤の医師（専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有
するもの又は当該療養について関係学会から示されている2
年以上の所定の研修（専ら放射線診断に関するものとし，画
像診断，Interventional Radiology（IVR）及び核医学に
関する事項を全て含むものであること．）を修了し，その旨が
登録されている医師に限る．）が責任者として配置されてい
ること．

204102／日本医学放射線学会／人工知能技術等を用い
たデジタル画像再構成に対する加算料

反映なし

712207／日本病理学会／病理診断管理加算３（人工知
能による病理診断支援）

反映なし

719105／日本放射線腫瘍学会／AIを用いた放射線治療
計画

反映なし
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３）診療領域別委員会総括
〇 診療領域別委員会と各委員長（総括記載者）

委員会名

委員長

委員会名

委員長

1 検査関連委員会

東條 尚子

14 悪性腫瘍関連委員会

2

放射線関連委員会

待鳥 詔洋

15 精神科関連委員会

福田 正人

3

リハビリテーション関連委員会

近藤 国嗣

16 心身医学関連委員会

河合 啓介

4

消化器関連委員会

村島 直哉

17 小児関連委員会

大山 昇一

5

循環器関連委員会

池田 隆徳

18 女性診療科関連委員会

西

6

内分泌・代謝関連委員会

田中 正巳

19 内科系診療所委員会

近藤 太郎

7

糖尿病関連委員会

島田

20 在宅医療関連委員会

清水惠一郎

8

腎・血液浄化療法関連委員会

川西 秀樹

21 栄養関連委員会

島田

9

血液関連委員会

神田 善伸

22 病理関連委員会

佐々木 毅

10 呼吸器関連委員会

室

23 アレルギー関連委員会

福永 興壱

11 神経関連委員会

長谷川泰弘

24 合同）

清水 伸幸

12 膠原病・リウマチ性疾患関連委員会

髙崎

芳成

25 遠隔医療関連委員会

伊東 春樹

13 感染症関連委員会

小林

治

朗

繫郎

内視鏡関連委員会（内保連・外保連

総括拡大版はこちら

室

（参考資料2-3）診療領域別委員会総括

圭

洋孝

朗
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ࡶࠊಖ㝤㍕ࡉࢀ࡞ࡗࡓᢏ⾡ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚋࡢಖ㝤㍕➼ࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆ
⾜࠺ࠋ

⬦ࠖࡣ 7 ᅇ㐃⥆࡛ቑⅬࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦2008 ᖺᗘ 11 Ⅼ㸧
ࠋ
㝈ࡽࢀࡓ་⒪㈨※࡛㐺ṇ࡞ಖ㝤Ⅼᩘ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᚋࡶດຊࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼ࡿࠋ

1

2
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3.

ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸㏆⸨ᅜႹ㸧

5. ᚠ⎔ჾ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ụ⏣㝯ᚨ㸧

ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵㐃ጤဨࡣ 27 Ꮫࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅇࡢᨵᐃ࡛ࡣձᛴᛶᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮

2022 ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃྥࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓෆಖ㐃ࡢᚠ⎔ჾ㛵㐃ጤဨࡢάືࢆሗ࿌ࡍࡿࠋᮏጤဨ

ࢩࣙࣥղᅇᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥճ⏕άᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥմෆ㒊ᝈ➼ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥյ

ࡣ⌧ᅾ 23 Ꮫࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2020㹼2021 ᖺࡅ࡚࣮ࣜࣔࢺ㸦Webex ⏝㸧࡛ጤဨࢆ㛤ദࡋࠊ

ᣦᑟ࣭⟶⌮ᩱ➼նඛ➃ⓗࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼շ᳨ᰝոࢳ࣮࣒་⒪ከᒱࢃࡓࡿ㡯┠ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡀࠊ

ᚲせᛂࡌ࡚࣓࣮ࣝᑂ㆟ࢆ⾜࠸ࠊྛᏛࡢಖ㝤デ⒪ಀࢃࡿ⌧≧ᥦࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋᮏጤဨࡢ

ᫎࠊ୍㒊ᫎࡉࢀࡓ㡯┠ࡣ㠀ᖖᑡ࡞ࡃࠊୗグ♧ࡍ㡯┠ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ

୰᰾ࢆ࡞ࡍ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛࡢಖ㝤デ⒪ጤဨ࡛ࡣࠊ2020 ᖺᗘࡼࡾጤဨᵓᡂࢆぢ┤ࡋ᪂ࡋ࠸యไࢆᩜ࠸
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣෆಖ㐃ࡢᚠ⎔ჾ㛵㐃ጤဨຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿせෆ⛉⣔ 7 Ꮫᚰ⮚⾑⟶እ⛉Ꮫࡢಖ㝤

ձ

ጤဨ㛗㸦ࡶࡋࡃࡣࡑࢀ‽ࡌࡓဨ㸧ࠊ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛಖ㝤デ⒪ጤဨࡢጤဨᑵ࠸࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸

ᮍ㍕㸦ᫎ㸧㸸
() ㏱ᯒ㐠ືᣦᑟ➼ຍ⟬㸦75 Ⅼ㸧㸸᪥ᮏ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ
ձ ㏱ᯒᝈ⪅ࡢ㐠ືᣦᑟಀࡿ◊ಟࢆཷㅮࡋࡓ་ᖌࠊ⌮Ꮫ⒪ἲኈࠊసᴗ⒪ἲኈཪࡣ་ᖌලయ
ⓗᣦ♧ࢆཷࡅࡓᙜヱ◊ಟࢆཷㅮࡋࡓ┳ㆤᖌࡀ㸯ᅇࡢ⾑ᾮ㏱ᯒ୰ࠊ㐃⥆ࡋ࡚ 20 ศ௨ୖᝈ

ࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢጤဨࡣᖺ 4 ᅇᐃᮇጤဨࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐺ᐅ࣓࣮ࣝᑂ㆟ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2022
ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵṇྥࡅ࡚ࡢ༑ศ࡞༠㆟ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡢయไ࡛ᅇࡢᥦᮃࢇࡔࠋ
ᚠ⎔ჾ㛵㐃ጤဨ࡛ࡣࠊᥦࢆᕼᮃࡍࡿຍ┕ᏛࡀᥦᏛ࡞ࡾࠊ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛࡣඹྠᥦᏛ

⪅ࡢ≧ཬࡧ⒪㣴⎔ቃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼⒪㣴ୖᚲせ࡞ᣦᑟ➼ࢆᐇࡋࡓሙྜ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ

ࡋ࡚⏦ㄳࡍࡿࢆᇶᮏ᪉㔪ࡋ࡚ᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᏛࡽࡢせㄳ࡛ඹྠᥦࡍࡿࡇࡶ

ղ ㏱ᯒ㐠ືᣦᑟ➼ຍ⟬ࡘ࠸࡚ࠊᣦᑟ➼ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ᪥ᮏ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ

࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ་⒪ᢏ⾡ホ౯ࠕᮍ㍕࡛ࠖィ 17 ௳㸦ෆヂ㸸᪥ᮏᩚ⬦ᚰ㟁Ꮫ 4 ௳ࠊ᪥ᮏᚰ࢚ࢥ࣮ᅗ

ࠕ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢ㛵ಀᏛࡼࡿ࢞ࢻࣛࣥࢆཧ↷ࡍࡿࡇ

Ꮫ 4 ௳ࠊ᪥ᮏᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ 3 ௳ࠊ᪥ᮏ㧗⾑ᅽᏛ 2 ௳ࠊ᪥ᮏᚰᏛ 1 ௳ࠊ᪥ᮏື

ࠋ

⬦◳Ꮫ 1 ௳ࠊ᪥ᮏ⬦⟶Ꮫ 1 ௳ࠊ᪥ᮏᚠ⎔ჾᏛ 1 ௳㸧ࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯ࠕ᪤㍕࡛ࠖィ 19 ௳㸦ෆ
ヂ㸸᪥ᮏᩚ⬦ᚰ㟁Ꮫ 7 ௳ࠊ᪥ᮏᚰ⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ 5 ௳ࠊ᪥ᮏᚰ⾑⟶ࣥࢱ࣮࣋ࣥࢩࣙࣥ

ղ ಖ㝤་⒪ㄢ A ༊ศ㸸
() ≉ᐃᶵ⬟㝔ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᲷධ㝔ᩱ 㸦2,129 Ⅼࠊ⏕ά⒪㣴ࢆཷࡅࡿሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ

⒪Ꮫ 3 ௳ࠊ᪥ᮏᚰ࢚ࢥ࣮ᅗᏛ 1 ௳ࠊ᪥ᮏᑠඣᚠ⎔ჾᏛ 1 ௳ࠊ᪥ᮏື⬦◳Ꮫ 2 ௳㸧ࠊಖ㝤ᒁ

2,115 Ⅼ㸧㸸᪥ᮏࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ་Ꮫ

་⒪ㄢ A ༊ศ࡛ 1 ௳㸦᪥ᮏ㞟୰⒪་Ꮫ 1 ௳㸧ࢆᥦࡍࡿࡇࡋࡓࠋᥦ᭩ࢆᥦฟࡍࡿ๓ࡣࠊᑐ

ձ ࡋ࡚ᅇᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺Ჷ㛵ࡍࡿูཌ⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿタᇶ

⟇ࡋ࡚ෆಖ㐃ࡢࣄࣜࣥࢢࢆཷࡅࠊ
㸦ᕼᮃࡍࡿሙྜࡣ㸧ࡑࡢᚋཌປ┬ࡢࣄࣜࣥࢢࢆཷࡅ࡚ࠊᥦ᭩

‽㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡋ࡚ಖ㝤་⒪ᶵ㛵㸦≉ᐃᶵ⬟㝔㝈ࡿࠋ㸧ࡀᆅ᪉ཌ⏕ᒁ㛗➼ᒆ

ࡢࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࡅฟࡓᲷධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿᝈ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࠊูཌ⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿᅇᮇࣜࣁࣅࣜࢸ࣮

⤖ᯝࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࡢࡣࠊ㸦୍㒊ᫎࡉࢀࡓᥦࢆྵࡵ࡚㸧་⒪ᢏ⾡ホ౯ࠕᮍ㍕ࠖ࠾࠸࡚ࡣ 17

ࢩࣙࣥࢆせࡍࡿ≧ែ࠶ࡿࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊᙜヱᲷධ㝔ࡋࡓ᪥ࡽ㉳⟬ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ

௳୰ 0 ௳㸦0㸣㸹ෆಖ㐃య࡛ࡣ 12㸣㸧ࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯ࠕ᪤㍕ࠖ࠾࠸࡚ࡣ 19 ௳୰ 1 ௳㸦5㸣㸹ෆಖ

ࡢ≧ែᛂࡌู࡚ཌ⏕ປാ⮧ࡀᐃࡵࡿ᪥ᩘࢆ㝈ᗘࡋ࡚ᡤᐃⅬᩘࢆ⟬ᐃࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ

㐃య࡛ࡣ 17㸣㸧ࠊಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ A ༊ศ࠾࠸࡚ࡣ 1 ௳୰ 1 ௳㸦100㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᚠ⎔ჾ㛵㐃ጤဨ

ᙜヱᲷධ㝔ࡋࡓᝈ⪅ࡀᙜヱධ㝔ᩱಀࡿ⟬ᐃせ௳ヱᙜࡋ࡞࠸ሙྜࡣࠊ༊ศ␒ྕ㸿㸯

ࡋ࡚ࡣ 2020 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣከࡃࡢせᮃࡀデ⒪ሗ㓘ᫎࡉࢀࡓࡔࡅࠊᅇࡣ㠀ᖖཝࡋ࠸

㸮㸮ᥖࡆࡿ୍⯡Ჷධ㝔ᇶᮏᩱࡢὀ㸰つᐃࡍࡿ≉ูධ㝔ᇶᮏᩱࡢࡼࡾ⟬ᐃࡍࡿࠋ

⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊࢹࣂࢫࡸ࢝ࢸ࣮ࢸࣝ⒪㛵ࡋ࡚ࠊデ⒪ሗ㓘ࡀୗࡆࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗
ࡗࡓࡔࡅࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ2020 ᖺࡽ⬻༞୰࣭ᚠ⎔ჾᑐ⟇

ᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵㐃ጤဨࡢせᮃࡘ࠸࡚ࡣࠊཝࡋ࠸⤖ᯝ࡞ࡗࡓࠋ
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ་⒪ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊḟᅇࡢྠᨵᐃྥࡅ࡚ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

ᇶᮏἲࡀ⾜ࡉࢀࡓ୰࡛ࠊᚠ⎔ჾᝈᝈ⪅ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ࡞་⒪࠾ࡼࡧᗣᑑࡢᘏఙࢆᅗࡿࡓࡵࠊ㐺
ṇಖ㝤デ⒪ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊᚋࡣࡉࡽᡓ␎ࢆ⦎ࡗ࡚ᕼᮃ࠾ࡾせᮃࡀᫎࡉࢀࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

4.

ᾘჾ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᮧᓥ┤ဢ㸧
௧ 4 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵゞ࠾࠸࡚ࡣࠊࣄࣜࣥࢢࢆ⤒࡚ྛ✀ᥦࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋヲ⣽ࢆ┬ࡃࡀࠊᮏ㡿

6. ෆศἪ࣭௦ㅰ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸⏣୰ṇᕭ㸧

ᇦཧຍࡋ࡚࠸ࡿᏛࡽᆒ➼᥇⏝ࡉࢀࡓ༳㇟ࡀ࠶ࡿࠋᾘჾෆど㙾Ꮫࡽ 2 ௳㸦እಖ㐃⤒⏤㸧ࠊ

ෆศἪ࣭௦ㅰ㛵㐃ጤဨࡣ⌧ᅾ 14 Ꮫࡀຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2022 ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃྥࡅ࡚ࠊᮍ

⫢⮚Ꮫࡽ 1 ௳ࠊ⫢⮚Ꮫ㛵㐃ࡽ 1 ௳ࡢ᪂つ᥇⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ᭱ࡶᮇᚅࡉࢀࡓ⭠ෆど㙾᳨ᰝ

㍕ 15 ௳ࠊ᪤㍕ 20 ௳ࠊA ༊ศ 12 ௳ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ≉ู࡞ㄪᩚࡣ࡞ࡃࠊಶࠎࡢᏛࡽࡢ⏦ㄳࡢᙧ

ࡢ AI デ᩿ࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ᥇⏝࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋAI デ᩿ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢ㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡶᥦࡉࢀ

࡞ࡗࡓࠋ

࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡢ࡛ࠊᚋ⌮ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴࡇࡀᚲせࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᥇⏝࡞ࡗ࡚ࡶࡑ
ࡢデ⒪ሗ㓘㢠ࡀⴭࡋࡃప࠸ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿࡇࡶၥ㢟⪃࠼ࡿࠋࡉࡽࠊᑓ㛛་ࡢデ⒪ᢏ⾡⟶⌮ᣦᑟ

ᮍ㍕࡛ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡽᥦฟࡉࢀࡓࠕዷᣦᑟ⟶⌮ᩱࠖࡀせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
᪥ᮏ⏕Ṫ་Ꮫࡽᥦฟࡉࢀࡓࠕ⤧ẟᰁⰍయ᳨ᰝࠖࡣࠊ୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋ

⬟ຊࡑࡢࡶࡢࢆṇᙜホ౯ࡍࡿࡇࡀࠊ་ᖌࡀ⫼㈇࠺㈐௵ࡢ㔜ࡉࢆ⪃៖ࡍࡿࠊࡶࡗ㔜せどࡍࡁ࡛
ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡿࠋ

᪤㍕࡛ࡣࠊ᪥ᮏᑠඣෆศἪᏛࡽᥦฟࡉࢀࡓࠕ࢜ࢡࢺࣞ࢜ࢳࢻ㓑㓟ሷ⓶ୗὀᑕ࠾ࡅࡿ㛫Ḵὀධ
ࢩࣜࣥࢪ࣏ࣥࣉຍ⟬ࠖࡀせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊඛኳᛶ㧗ࣥࢫࣜࣥ⾑క࠺ప⾑⢾ᝈ⪅ࡢ
⒪ࠊᅾᏯ་⒪ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ⢭⚄⚄⤒Ꮫࡽᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕࢡࣟࢨࣆࣥ⾑୰⃰ᗘ
ࡢ

3

ᐃ㸦≉ᐃ⸆⒪⟶⌮ᩱ㸧ࠖࠕඣ❺ᛮᮇ⢭⚄⛉ᑓ㛛⟶⌮ᩱຍ⟬ࠖࡀ࠸ࡎࢀࡶせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠋ

4

20
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๓⪅ࡣ⤫ྜኻㄪࡢᝈ⪅࡛࠶ࡗ࡚⒪ᢠᛶ⤫ྜኻㄪ⒪⸆ࢆᢞࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀᑐ㇟࡞ࡿࠋࠕㄝ᫂

8. ⭈࣭⾑ᾮί⒪ἲ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᕝす⚽ᶞ㸧

ྠពࠖࢆホ౯ࡋࠊᣦᑟ⟶⌮ᩱࢆᣑࡋࠊ
ࠕពᛮỴᐃᨭ⟶⌮ᩱࠖࢆ᪂タࡍࡿࡇࡀࠊ௧ 4 ᖺᗘෆಖ㐃ᇶ

⭈࣭⾑ᾮί⒪ἲ㛵㐃ጤဨࡣ⭈⮚ᝈ⪅ࡢቑຍ࣭㧗㱋࣭㔜క࠸㛵㐃Ꮫᩘࡶቑຍࡋࠊ⌧ᅾ

ᮏ᪉㔪ࡢ୍ࡘᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⢭⚄⛉㡿ᇦ࠾ࡅࡿࢡࣟࢨࣆࣥ⒪ἲࡣࠊデ⒪ሗ㓘ไᗘ࠾ࡅࡿホ౯

ࡣ᪥ᮏࣇ࢙ࣞࢩࢫᏛࠊ᪥ᮏ⛣᳜Ꮫࠊ᪥ᮏᛴᛶ⾑ᾮίᏛࠊ᪥ᮏᑠඣ⭈⮚Ꮫࠊ᪥ᮏ⭈⮚Ꮫࠊ

ඃඛᗘࡀ㧗࠸ 12 㡯┠ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢほⅬࡼࡾࠊᅇࠕࢡࣟࢨࣆࣥ⾑୰⃰ᗘࡢ

ᐃ㸦≉ᐃ⸆

᪥ᮏ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛࠊ᪥ᮏ㏱ᯒ་Ꮫࠊ᪥ᮏែᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏ⭡⭷㏱ᯒ་Ꮫࠊ᪥ᮏࣇ

⒪⟶⌮ᩱ㸧ࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡇࡣ≉ព⩏῝࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ᪥ᮏ⮫ᗋෆ⛉་ࡽᥦࡉࢀ࡚࠸ࡓ

ࢵࢺࢣ࣭㊊་Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ⭈⛣᳜Ꮫࡼࡾᵓᡂࡉࢀ⭈⾑ᾮί㛵㐃ࡢᥦࢆ

ࠕฎ᪉⟢ᩱࠖࠕฎ᪉ᩱࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶᅇࡢᨵゞࡣᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ་⒪㐃ᦠᅾᏯ་⒪ࡢ᥎㐍ࠖ

⾜࠸ࠊ2022 ᖺᗘᨵᐃᑐࡋ࡚ࡣ 2021 ᖺ 1 ᭶ 27 ᪥ጤဨࢆ㛤ദࡋྛᏛࡽࡢᥦࢆ᳨ウ࣭ㄪᩚᚋ

ࡶ௧ 4 ᖺᗘෆಖ㐃ᇶᮏ᪉㔪ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊධ㝔ࡽᅾᏯࡢᶫΏࡋᶵ⬟ࢆᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡶࠊ

ᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ᚋࡢᨵゞ࠾࠸࡚ᫎࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
A ༊ศ࡛ࡣࠊ᪥ᮏᚰ⒪ෆ⛉Ꮫ᪥ᮏ⢭⚄⚄⤒Ꮫࡽᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕᦤ㣗㞀ᐖධ㝔་⒪⟶⌮ຍ⟬ࠖ

௨ୗ᥇ᢥ୍࣭㒊᥇ᢥࡉࢀࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ᥦ♧ࡍࡿࠋ

ࡢせᮃࡀࠊ୍㒊ᫎࡉࢀࡓࠋ

᪥ᮏࣇ࢙ࣞࢩࢫᏛᥦ

 ⭣㦵㏆㒊㦵ᢡᑐࡍࡿࠕḟᛶ㦵ᢡண㜵⥅⥆⟶⌮ᩱࠖࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ⭣㦵㏆㒊㦵ᢡᑐࡍࡿ

¾

᪩ᮇ⒪ධࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㝔࡛ࡢ⒪⥅⥆ࢆᚋᢲࡋࡍࡿᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㧗⾑ᅽࡸ⢾ᒀ

ABO ⾑ᾮᆺ㐺ྜ㛫ࡢྠ✀⭈⛣᳜ཪࡣࣜࣥࣃ⌫ᢠయ㝧ᛶࡢྠ✀⭈⛣᳜ᑐࡍࡿ༢⣧⾑₢㸸せ
ᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ㔜ℐ㐣ἲࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ༢⣧⾑₢ࡶ㏣グࡉࢀࡓ࣭

࡞ࡢ⏕ά⩦័ࡣ⏕ά⩦័ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡀ࠶ࡿࡀࠊᩚᙧእ⛉㡿ᇦ࡛ࡣ⟶⌮ᩱࡀ࡞ࡃࠊ㦵⢒㧼ࡢ

᪥ᮏ⭈⮚Ꮫ

⒪⥅⥆⋡ࡀప࠸ࡇࡀࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᅇࡢᨵゞࢆࡁࡗࡅࡋ࡚ࠊ㦵⢒㧼⒪ࡢ⥅⥆⋡ࡀྥ

¾

ୖࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ

㔜ᗘᒀ⺮ⓑࢆ࿊ࡍࡿ⢾ᒀᛶ⭈ᑐࡍࡿ LDL ࣇ࢙ࣞࢩࢫ㸦LDL-A㸧⒪ἲ㸸せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀ
ࡓࠋ⾑₢⒪ἲࡢ㐺ᛂ㏣グࡉࢀࡓࠋ

᪥ᮏ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ
¾

7. ⢾ᒀ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᓥ⏣ᮁ㸧

㏱ᯒࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᩱ㸸せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠋ㏱ᯒ㐠ືᣦᑟ➼ຍ⟬ 75 Ⅼࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊ
᪥ᮏ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛࠕ⭈⮚ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࡢ㛵ಀᏛࡼࡿ࢞
ࢻࣛࣥࢆཧ↷ࡍࡿࡇࡀグࡉࢀࡓࠋ

ᮏጤဨࡣࠊ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་ࠊ᪥ᮏ⢾ᒀᏛࠊ᪥ᮏែᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏࣇࢵࢺࢣ࣭㊊་Ꮫ
ࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏ⪁ᖺ་Ꮫࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᪥ᮏ㏱ᯒ་Ꮫ

ᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ᫎࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

¾

㏱ᯒᝈ⪅ឤᰁண㜵⟶⌮ຍ⟬㸸୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋእ᮶ឤᰁᑐ⟇ྥୖຍ⟬ࡋ࡚࡚ࡢデ⒪ᡤ
ຍ⟬ࡉࢀࡓࡀࠊ㏱ᯒタ≉ࡋࡓࡢ࡛࡞ࡃ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ

¾

᪥ᮏ⢾ᒀᏛ

ᅾᏯ⾑ᾮ㏱ᯒ⟶⌮ຍ⟬㸦ከ⫋✀ࡼࡿ㸧
㸸୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋຍ⟬ࡋ࡚ 2000 Ⅼࢆᥦࡋࡓࡀࠊ
ᅾᏯ⾑ᾮ㏱ᯒᣦᑟ⟶⌮ᩱࡀቑⅬࡉࢀࡓ㸦8000 Ⅼࡽ 10000 Ⅼ㸧ࠋ⤖ᯝࡋ࡚せᮃࡢⅬᩘ࡞ࡗ

ᮍ㍕
C ᅾᏯ་⒪ SGLT2 㜼ᐖ⸆⏝୰ࡢ 1 ᆺ⢾ᒀ࠾ࡅࡿ⾑୰ࢣࢺࣥయ⮬ᕫ

ࡓࠋ

ᐃຍ⟬
¾

᪥ᮏࣇࢵࢺࢣ࣭㊊་Ꮫ

ᅾᏯ㏱ᯒᝈ⪅⟶⌮࠾ࡅࡿ㐲㝸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢຍ⟬㸸୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋ⭡⭷㏱ᯒࡢࡳ㐲㝸ࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢຍ⟬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊせᮃⅬᩘẚࡋ࡚ప࠸ホ౯࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓᅾᏯ⾑ᾮ㏱ᯒࡣㄆࡵ

ᮍ㍕
J ฎ⨨ ୗ⫥യฎ⨨

ࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

B ་Ꮫ⟶⌮➼ ୗ⫥യฎ⨨⟶⌮ຍ⟬

᪥ᮏࣇࢵࢺࢣ࣭㊊་ᏛᏛ

᪤㍕

¾

H ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ 㐠ືჾࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᩱࡢᑐ㇟ᝈࡢ⢾ᒀ㊊ኚࡢ㏣グ

ୗ⫥₽⒆ฎ⨨㸸せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋୗ⫥യฎ⨨㸯㸹135 Ⅼ㸪㸰㸹147 Ⅼ㸪㸱㸹270 Ⅼࡋ࡚᪂タ
ࡉࢀࡓࠋ

¾

ୗ⫥₽⒆ฎ⨨⟶⌮ຍ⟬㸸せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠋୗ⫥യฎ⌮⟶⌮ᩱ 500 Ⅼ㸦᭶ 1 ᅇ㸧ࡀタせ௳ᚑ
ࡗࡓタㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
2022 ᖺᗘᨵᐃ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖺྠࡌࡃཝࡋ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡢ⭈⮚㛵㐃ᝈ⪅ࡢከᵝᑐ

ࡋ࡚ࠊ㔜ண㜵ࡢほⅬࡽ㛵㐃せᮃࡢ୍㒊ࡀᫎࡉࢀࡓࠋᚋࡶ㛵㐃Ꮫࡢ㐃ᦠࡢࡶḟᮇᨵᐃ
ࡢᑐ⟇ࢆ⪃ࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛࠶ࡿࠋ

5

6

21

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
9. ⾑ᾮ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸⚄⏣ၿఙ㸧

➨ IX ᅉᏊ[ྜᡂᇶ㉁ἲ] (ᥦ᭩␒ྕ 226201)ࠖࠊ᪥ᮏᑠඣ⾑ᾮ࣭ࡀࢇᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕC ᅾᏯ་

ෆಖ㐃ᒓࡍࡿ⾑ᾮ㛵㐃ጤဨࡣ᪥ᮏ⛣᳜Ꮫࠊ᪥ᮏ⾑ᾮᏛࠊ᪥ᮏ⾑ᰦṆ⾑Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣ⾑ᾮ࣭

⒪㸸ᦠᖏᆺ⢭ᐦ㍺ᾮ࣏ࣥࣉຍ⟬ (ᥦ᭩␒ྕ 248201)ࠖࠊ
ࠕC ᅾᏯ་⒪㸸ᅾᏯᝏᛶ⭘⒆➼ᝈ⪅ᣦᑟ⟶⌮ᩱ

ࡀࢇᏛࠊ ᪥ᮏ㐀⾑࣭ච⣽⬊⒪ἲᏛ(ᪧ᪥ᮏ㐀⾑⣽⬊⛣᳜Ꮫ)ࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨

(ᥦ᭩␒ྕ 248202)ࠖࠊ
ࠕD ᳨ᰝ㸸ࡀࢇࢤࣀ࣒ࣉࣟࣇࣜࣥࢢ᳨ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 248203)ࠖࠊ᪥ᮏ㍺⾑࣭

ᰝᑓ㛛་ࠊ᪥ᮏࣜࣥࣃ⥙ෆ⣔Ꮫࠊ᪥ᮏ㍺⾑࣭⣽⬊⒪Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ⭈⛣᳜Ꮫࡢ 10 Ꮫࡽᵓ

⣽⬊⒪Ꮫࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕK ᡭ⾡㸸㍺⾑㐺ṇ⏝ຍ⟬㸸ᇶ‽ኚ᭦ࠊ⾑₢⏝ศࡢ᪂㩭⤖⾑

ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

₢㔞ࡢ㝖እ (ᥦ᭩␒ྕ 721201)ࠖࠊ᪥ᮏࣜࣥࣃ⥙ෆ⣔Ꮫࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕC ᅾᏯ་⒪㸸ᅾᏯ⮬ᕫ

௧ 4 ᖺᗘᨵゞ㛵ࡋ࡚ࡣ⾑ᾮ㛵㐃ጤဨࡽᮍ㍕ 12 ௳ࠊ᪤㍕ 52 ௳ࡢᥦ᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋ

ὀᑕᣦᑟ⟶⌮ᩱຍ⟬ࡢࡀࢇ⸆≀⒪ἲᐇ୰ࡢ G-CSF 〇ᑐࡍࡿ㐺ᛂᣑ (ᥦ᭩␒ྕ 735202)ࠖࡣ
ࡃᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓ୰࡛⾑ᾮ㛵㐃ጤဨ㛵ಀࡍࡿࠕD ᳨ᰝ㸸
⾑ᑠᯈจ㞟⬟ (ᥦ᭩␒ྕ 726225)ࠖࠊ
ࠕD ᳨ᰝ㸸㦵㧊ീ㸦᳨㙾ἲ㸧
࣭≉ṦᰁⰍຍ⟬ (ᥦ᭩␒ྕ 726226)ࠖࠊ

1. ᮍ㍕
᪥ᮏ⾑ᾮᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸ࢺ࢟ࢯࣉࣛࢬ࣐㑇ఏᏊデ᳨᩿ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 224101)ࠖࠊ

ࠕD ᳨ᰝ㸸ᮎᲈ⾑ᾮീ㸦᳨㙾ἲ㸧
࣭≉ṦᰁⰍຍ⟬ (ᥦ᭩␒ྕ 726227)ࠖࡢቑⅬࡣࡃᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

᪥ᮏ㐀⾑࣭ච⣽⬊⒪ἲᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸HHV-6 DNA ᐃ㔞᳨ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 291101)ࠖࠊ
ࠕB ་Ꮫ⟶⌮➼㸸≉ᐃ⸆⒪⟶⌮ᩱᑐ㇟⸆ࡋ࡚ࠕࣈࢫࣝࣇࣥὀᑕᾮࠖࢆ㏣ຍ (ᥦ᭩␒ྕ 291102)ࠖࠊ
ࠕD ᳨ᰝ㸸⛣᳜ᚋ࣓࢟ࣜࢬ࣒ゎᯒ STR ἲ㸦ᥦ᭩␒ྕ 291103㸧ࠖࠊ᪥ᮏ㍺⾑࣭⣽⬊⒪Ꮫࡽ⏦ㄳ

10. ྾ჾ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᐊ⧚㑻㸧

ᐃ (ᥦ᭩␒ྕ 721101)ࠖࠊ
ࠕK ᡭ⾡㸸⾑ᾮ〇㝔ෆศຍ⟬ (ᥦ

ᮏጤဨࡋ࡚ࠕ྾ჾ㡿ᇦࡢ㉁ࡢ㧗࠸࡞デ⒪ࢆ㐺ṇ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊ┿ᝈ⪅ᚲせ࡞་

᭩␒ྕ 721102)ࠖࠊࠕB ་Ꮫ⟶⌮➼㸸㍺⾑㛵㐃ሗᥦ౪ᩱ (ᥦ᭩␒ྕ 721103)ࠖࠊࠕK ᡭ⾡㸸㍺⾑⟶⌮ᩱ

⒪ࡣఱࠖ࠸࠺ᝈ⪅ࡢࡓࡵࡢ㍈ࢆእࡉ࡞࠸ࡼ࠺་⒪㈝ࡢ᭷ຠ⏝ࢆᅜඹ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡃࠊ࢚ࣅ

Ϫ (ᥦ᭩␒ྕ 721104)ࠖࠊ
ࠕD ᳨ᰝ㸸㍺⾑᳨ᰝ⮬ືᶵჾຍ⟬ (ᥦ᭩␒ྕ 721105)ࠖࠊ
ࠕK ᡭ⾡㸸㍺⾑⏝⾑

ࢹࣥࢫ㈝⏝ᑐຠᯝࡢどⅬࡶ㋃ࡲ࠼ᥦࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸CD34 㝧ᛶ⣽⬊

ᾮ〇ࡢ㐺ṇ

ᗘ⟶⌮ຍ⟬ᩱ (ᥦ᭩␒ྕ 721106)ࠖࡣࡃᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫ

᪥ᮏ྾ჾᏛဨࡽࡢᥦ௳ࡣࠊ་⒪ᢏ⾡ᮍ㍕ 9 ௳ࠊ᪤㍕ 14 ௳ࠊᇶᮏデ⒪ᩱ(A ༊ศ)ᮍ

ࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓ୰࡛⾑ᾮ㛵㐃ጤဨ㛵ಀࡍࡿࠕD ᳨ᰝ㸸つ๎ᢠయྠᐃ᳨ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 726101)ࠖ

㍕ 1 ௳ࠊᇶᮏデ⒪ᩱ(A ༊ศ)᪤㍕ 2 ௳ࠊ་⸆ရ 1 ௳࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ྾ჾ㛵㐃ጤဨࡋ࡚ࡣ᭱

ࡣࡃᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

⤊ⓗ 19 Ꮫࡽᥦࡉࢀࡓࡶࡢࡣ⥲ィ࡛ 64 ௳࡛࠶ࡾࠊࡑࡢෆヂࡣᮍ㍕㸸19 ௳ࠊ᪤㍕㸸32 ௳ࠊ
A ༊ศᮍ㍕㸸2 ௳ࠊA ༊ศ᪤㍕㸸10 ௳ࠊ་⸆ရ㸸1 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ

2. ᪤㍕

᪂つᥦࡋ࡚ࡣࠊᅾᏯ་⒪㛵ಀ࡛ࡣᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮ᣦᑟ⟶⌮ᩱ࠾ࡼࡧᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛ

᪥ᮏ⾑ᾮᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸WT1 mRNA (ᥦ᭩␒ྕ 224204)ࠖࡣࠊᛴᛶ㦵㧊ᛶⓑ⾑

ࣆ࣮⨨ຍ⟬ࠊእ᮶྾ࢣ⟶⌮ᩱࠊᅾᏯ་⒪ᶵჾᏳ⟶⌮ᣦᑟᩱࠊࡲࡓ᪂ࡋ࠸᳨ᰝᢏ⾡ࡢᑟධࡋ࡚

㦵㧊␗ᙧᡂೃ⩌௨እᛴᛶࣜࣥࣃᛶⓑ⾑㛵ࡋ࡚ࡶデ᩿ࡢ⿵ຓཪࡣ⤒㐣ほᐹ⾜ࡗࡓሙྜ

㫽ᢠཎ≉␗ⓗ IgG

ᐃ㸦࣒ࣀ࢟ࣕࢵࣉἲ㸧ࠊࢫ࣌ࣝࢠࣝࢫ≉␗ⓗ IgG ᢠయ᳨ᰝࠊᢠ Granulocyte

᭶ 1 ᅇࢆ㝈ᗘࡋ࡚⟬ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓ(D ᳨ᰝ 006-9)ࠋ᪥ᮏࣜࣥࣃ⥙ෆ⣔Ꮫ

Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) ᢠయ⃰ᗘ ᐃࠊ⾑Ύ VEGF-D ⃰ᗘࡢ

ࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸ᰁⰍయ᳨ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 735201)ࠖࡣࠊࡧࡲࢇᛶ⣽⬊ᛶ B ⣽⬊ࣜࣥࣃ⭘

ἲࡼࡿືⓗ⫵㐣⭾ᙇࡢホ౯࡞ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡲࡓᇶᮏデ⒪ᩱ(A ༊ศ)ࡢ᪂つᥦࡋ࡚ࠊ㝔ෆឤᰁ

ཪࡣከⓎᛶ㦵㧊⭘ࡢデ᩿ࡢ┠ⓗ᳨࡛ᰝࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊᝈ⪅ࡢデ᩿ࡢ☜ᐃࡲ࡛ࡢ㛫 3 ᅇ㝈ࡾ⟬ᐃࡀ

ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥຍ⟬ࠊ⮫ᗋ⌮ᑐ⟇ຍ⟬ࡀᥦࡉࢀࡓࠋᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮ᣦᑟ⟶⌮ᩱ࠾ࡼࡧ

࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓ(D ᳨ᰝ 006-5)ࠋ᪥ᮏ㐀⾑࣭ච⣽⬊⒪ἲᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓ

ᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮⨨ຍ⟬ࡀᫎࡉࢀࠊᚋࡢデ⒪࡛ࡢά⏝ࡀᮃࡲࢀࡿࡀࠊᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛ

ࠕB ་Ꮫ⟶⌮➼㸸⛣᳜ᚋᝈ⪅ᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸦㐀⾑ᖿ⣽⬊⛣᳜㸧࠾ࡅࡿሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ㐲㝸㠃ㄯ

ࣆ࣮ࡣᅾᏯ㓟⣲⒪ἲే⏝ࡉࢀࡿࡇࡀ๓ᥦ࡛࠶ࡾࠊᅇせᮃࡋ࡚࠸࡞࠸ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡀ㍕࡞ࡾࠊᐇ

ࡢせ௳ᣑ (ᥦ᭩␒ྕ 291201)ࠖࡣࠊ⛣᳜ᚋᝈ⪅ᑐࡋ࡚ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸࡚㐲㝸㠃ㄯࢆࡋࡓሙྜ

㝿ࡢ⏝㝿ࡋᣦᑟ⟶⌮ᩱࡣࠊពࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮏἲ࠾࠸࡚ࡣࠊ≉ࡋ࡚ᅾᏯ㓟⣲⒪

࠾࠸࡚ࡶ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓ(B ་Ꮫ⟶⌮➼ 001-25)ࠋࡲࡓࠕK ᡭ⾡㸸K921-3

ἲᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮᪉ࡢᣦᑟ⟶⌮ᩱࢆྠ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࡇࢆ⩏⤂ணᐃ࡛

࠙ᮎᲈ⾑༢᰾⌫᥇ྲྀ㸦୍㐃ࡘࡁ㸧
ࠚ (ᥦ᭩␒ྕ 291202)ࠖࡣࠊ᥇ྲྀࠊ⣽⬊ㄪ〇ཬࡧ⤖ಖᏑࢆ⾜࠺ሙ

࠶ࡿࠋࡑࡢࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࡶྵࡵ࡚ᥦࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ྜ 19,410 Ⅼࡀ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾ୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓ(K ᡭ⾡ 921-3)ࠋ

ᐃࠊ㐣྾

୍᪉᪤㍕࡛ࡣࠊᅾᏯᣢ⥆㝧ᅽ྾⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱࡢせ௳ᣑࠊ㐲㝸་⒪ࡢ㛵㐃࡛ᅾᏯᣢ⥆㝧ᅽ྾

ࡋࡋ᪥ᮏ⾑ᾮᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕG ὀᑕ㸸ὀᑕ G ㏻๎ 6ࠕእ᮶Ꮫ⒪ἲຍ⟬ὀᑕ G ㏻๎ 7

⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ࠾ࡅࡿ㐲㝸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢቑⅬࠊእ᮶⦆ࢣ⟶⌮ᩱࡢ⟬ᐃせ௳ᣑࠊᏳ⢭ᗘ⟶⌮

ࠕ㐃ᦠᐇຍ⟬ࠖ࠾ࡅࡿຍ⟬⟬ᐃ㡯┠ࡋ࡚ࡢࠕ⓶ୗὀᑕࠖࡢ㏣ຍ (ᥦ᭩␒ྕ 224201)ࠖࠊ
ࠕD ᳨ᰝ㸸

ୗ࡛⾜࠺⤊ኪ╧╀࣏ࣜࢢࣛࣇ࣮ࡢ⟬ᐃせ௳㏣グࠊ྾ჾࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᩱࡢቑⅬࠊ⫵ᶵ⬟᳨ᰝ࡛

㹂㸮㸰㸳 ᇶᮏⓗ᳨య᳨ᰝᐇᩱ㸦㸯᪥ࡘࡁ㸧 (ᥦ᭩␒ྕ 224202)ࠖࠊ
ࠕF ᢞ⸆㸸㹄㸰㸮㸮⸆࠸ࢃࡺ

ࡢ⫵Ẽ㔞ศ⏬

ࡿࠕ7 ✀㏴ῶࠖᑐ㇟⸆ࡽࡢᢠᝏᛶ⭘⒆⸆ࡢ㝖እ (ᥦ᭩␒ྕ 224203)ࠖࠊࠕD ᳨ᰝ㸸㉥⾑⌫࣭ዲ୰⌫

⥺ࢆྵࡴ㸧ࠊᶵ⬟ⓗṧẼ㔞 ᐃࠊ⫵ᣑᩓ⬟ຊ᳨ᰝࡢቑⅬ࡞ࠊ⮫ᗋ⌧ሙ༶ࡋࡓࡼࡾ㐺ṇ࡞ᶵჾຍ⟬ࡸ㐺

ᐃ㸦Ᏻ㟼Ẽ㔞 ᐃཬࡧ᭱Ẽ㔞

ᐃࢆྵࡴ㸧ࠊࣇ࣮࣮࣒࣮ࣟ࣎ࣜࣗ࢝ࣈ㸦ᙉไฟ᭤

⾲㠃ᢠཎ᳨ᰝ (ᥦ᭩␒ྕ 224205)ࠖࠊ
ࠕB ་Ꮫ⟶⌮➼㸸≉ᐃ⸆⒪⟶⌮ᩱᑐ㇟⸆ࡋ࡚ࠕࣈࢫࣝࣇ

⏝ᣑ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㔜࡛⾜ࢃࢀࡿ≉Ⓨᛶ⫵⥺⥔㸦≉Ⓨᛶ㛫㉁ᛶ⫵⅖㸧ࡢᛴᛶቑᝏᑐ

ࣥὀᑕᾮࠖࢆ㏣ຍ㸦ᥦ᭩␒ྕ 224206㸧ࠊ᪥ᮏ㐀⾑࣭ච⣽⬊⒪ἲᏛࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕK ᡭ⾡㸸ࢥ

ࡍࡿ྾╔ᘧ⾑ᾮίἲࠊ⫵⒴デ⒪࡛ࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡞ࡿ 㠀ᑠ⣽⬊⫵⒴ᑐࡍࡿ㑇ఏᏊ᳨ᰝࡢቑⅬࠊ⤒

࣮ࢹࢿ࣮ࢺయไᐇຍ⟬ (ᥦ᭩␒ྕ 291203)ࠖࠊࠕK ᡭ⾡㸸࿘⾡ᮇཱྀ⭍ᶵ⬟⟶⌮ᚋᡭ⾡ຍ⟬ (ᥦ᭩

Ẽ⟶⫵⏕᳨ἲ㸦௬Ẽ⟶ᨭ㙾ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸧ࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚ࠊ࡞ࡀᥦࡉࢀࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᫎࡉ

␒ྕ 291204)ࠖࠊ᪥ᮏ⛣᳜Ꮫࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸ᢠ HLA ᢠయ᳨ᰝ㸦ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࣭ྠᐃ㸧

ࢀ࡞ࡗࡓࠋ

(ᥦ᭩␒ྕ 206201)ࠖࠊ᪥ᮏ⾑ᰦṆ⾑Ꮫࡽ⏦ㄳࢆ࠶ࡆࡓࠕD ᳨ᰝ㸸จᅛᅉᏊάᛶ᳨ᰝ㸸➨ VIII ᅉᏊ㸪

7

ࡲࡓࠊᇶᮏデ⒪ᩱ(A ༊ศ)᪤㍕㛵ࢃࡿᥦ࡛ࡣࠊࡀࢇデ⒪ࡶ⮫ᗋ⌧ሙ࡛ࡣ㔜せ࡞៏ᛶ྾

8
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ჾᝈᑐࡍࡿ྾ࢣࢳ࣮࣒ຍ⟬ࠊ⦆ࢣデ⒪ຍ⟬ࡢせ௳ᣑࠊ⤖᰾Ჷධ㝔ᇶᮏᩱࡢぢ┤ࡋ࡞

࣭ 㐠ືࢽ࣮ࣗࣟࣥᝈ➼㸦MDC010155㸧ࡢᡭ⾡࣭ฎ⨨㸰࢜ࢼࢭ࣒ࣀࢤࣥ ࣋ࣃࣝ࣎࣋ࢡࡀ

ࡀᥦࡉࢀࡓࠋ៏ᛶ྾ჾᝈ࠾ࡅࡿ⦆ࢣࡘ࠸࡚ࡣᏛࡋ࡚ࡶᙉࡃせᮃࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

ຍࢃࡗࡓࠋ
࣭ ࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ㸦MDC010160㸧ࡢᡭ⾡࣭ฎ⨨㸰ࣞ࣎ࢻࣃ㸭࢝ࣝࣅࢻࣃ㸦⤒⭠⏝ᾮ㝈ࡿࠋ㸧

ᅇࡢ⤖ᯝࠊ྾ჾ㡿ᇦࡗ࡚ࡣᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡗࡓࡀࠊᚋࠊ☜࡞࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ✚ࡳ㔜

ࡢศᒱࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ

ࡡࠊᏛࡢ࢞ࢻࣛࣥ➼ࢆẚ㍑ⓗ᪩࠸ᮇ‽ഛࡋࠊデ⒪ሗ㓘ᢎㄆࡢ᮲௳ࢆᩚ࠼ࡓୖ࡛ࠊ2024 ᖺྠ

࣭ 㝶ព㐠ື㸦MDC010180㸧᮰㉸㡢Ἴࡼࡿᶵ⬟ⓗᐃ⬻ᡭ⾡ࡢศᒱࡀຍࢃࡗࡓࠋ

ᨵᐃࡢ་⒪ᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶἢࡗࡓデ⒪ሗ㓘ᥦࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀࠊ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡀㄆ㆑ࡉࢀ

࣭ ࡚ࢇࢇ㸦MDC010230㸧ࡢᡭ⾡࣭ฎ⨨㸰㛗ᮇ⬻Ἴࣅࢹ࢜ྠグ㘓᳨ᰝ㸯ࣛࢥࢧ࣑ࢻ㸦Ⅼ
㟼ὀ㸧ࡢ 2 ࡘࡀᡭ⾡࣭ฎ⨨㸰ຍࢃࡗࡓࠋ

ࡓࠋ

11. ⚄⤒㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸㛗㇂ᕝὈᘯ㸧

12. ⭺ཎ࣭࣐ࣜ࢘ࢳᛶᝈ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸㧘ᓮⰾᡂ㸧

ᮏጤဨ㸦ຍ┕ 22 Ꮫ㸧࡛༠㆟ࡋࡓᥦ᭩ࡘ࠸࡚ࠊデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࠾ࡅࡿᫎ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ

௧ 4 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵゞᙜࡓࡗ࡚᪥ᮏ࣐ࣜ࢘ࢳᏛࠊᩚᙧእ⛉Ꮫ➼ࡢ༠㆟ࡼࡾࠊ1㸧㢧ᚤ㙾ⓗ
ከⓎ⾑⟶⅖ࠊከⓎ⾑⟶⅖ᛶ⫗ⱆ⭘ᑐࡍࡿࣜࢶ࢟ࢩ࣐ࣈࡢእ᮶Ꮫ⒪ἲຍ⟬ 2ࠊ2㸧⒪⸆ኚ᭦ࡢ

㸯㸧せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓ௳
࣭ ᮏጤဨ࡛༠㆟ࡉࢀࡓ௳࡛せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓᥦࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ᢠࢩࢺࣝࣜࣥ࣌ࣉࢳࢻᢠయ㸦ᢠ CCP ᢠయ㸧ࡢ」ᩘᅇ ᐃࠊ3㸧࣮࣋ࢳ࢙ࢵࢺ࠾ࡅࡿ HLA ᆺࢡࣛ
ࢫ I ᳨ᰝࠊ4㸧㌟ᛶ࢚ࣜࢸ࣐ࢺ࣮ࢹࢫ㸦SLE㸧࠸ࡢᝈ⪅࡛ࡢᢠ᰾ᢠయᢠ DNA ᢠయࡢྠ ᐃࠊ

㸰㸧୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓ௳
࣭ ࠕࢽ࣮ࣗࣟࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦╔ᆺࢧ࣮࣎ࢢࡼࡿ㸧
ࠖ
㸦᪥ᮏ⚄⤒⒪Ꮫ㸧ࡀ J118-4 Ṍ

5㸧ᙉ┤ᛶ⬨᳝⅖࠸࠾ࡅࡿ HLA-B27 ᳨ᰝࠊ࠾ࡼࡧ 6㸧㛵⠇ᾮ᳨ᰝࡢ㸴௳ࡘ࠸࡚ᥦ᭩ࢆᥦฟࡋ

⾜㐠ືฎ⨨㸦ࣟ࣎ࢵࢺࢫ࣮ࢶࡼࡿࡶࡢ㸧ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࠊ⌧⾜ 900 Ⅼࡽ 1,100 ⅬࡢቑⅬ

ࡓࠋ

࡞ࡾࠊDPC ࡛ࡣฟ᮶㧗⟬ᐃ࡞ࡗࡓࠋ

ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⤖ᬗᛶ㛵⠇⅖㸦③㢼ࠊഇ③㢼࡞㸧
ࠊ⮋ᛶ㛵⠇⅖ࠊ㛵⠇࣐ࣜ࢘ࢳ࡞㛵⠇Ỉ⭘ࢆ᮶ࡍᝈ

࣭ 㐲㝸㐃ᦠデ⒪ᩱ㸦᪥ᮏ࡚ࢇࢇᏛ㸧ࡢᥦ࠾࠸࡚ࠊ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ࡚ࢇࢇᝈ⪅ࡢ⒪
ࢆ⾜࠺ࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ B005-11 㐲㝸㐃ᦠデ⒪ᩱࠕࡑࡢࡢሙྜࠖࡋ࡚᪂タࡉࢀࡓ㸦1 ᖺ

࠾࠸࡚デ᩿ⓗព⩏ࡀ㧗࠸ࠕ㛵⠇ᾮ᳨ᰝࠖࡢࡳࠕホ౯ࡉࢀࡿࠖࡢᅇ⟅࡛ಖ㝤㍕ࡉࢀࠊṧࡾ㸳௳ࡣ
ṧᛕ࡞ࡀࡽ᥇⏝࡞ࡗࡓࠋ

ࢆ㝈ᗘࡋ࡚ 3 ᭶ 1 ᅇ 500 Ⅼ㸧ࠋ
࣭ 㐲㝸㐃ᦠデ⒪ᩱ㸦᪥ᮏ⬻༞୰Ꮫ㸧ࡣࠊ㐲㝸ᆅ࠾ࡅࡿ⾑ᰦ⁐ゎ⒪ἲࢆᨭࡍࡿ telestroke ࡢ
ᥦ࡛࠶ࡾࠊᨭഃ་Ꮫ⟶⌮ᩱࢆタᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡋࡋࠊᨭ
ࢆཷࡅࡿഃࡢタࢆ་⒪㈨※ࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦ(ู⾲භࡢ)㝈ᐃࡋࠊA205-2 ࢆ⟬ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ

13. ឤᰁ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᑠᯘ㸧
ឤᰁ㛵㐃ጤဨࡣࠊ᪥ᮏᏛ⒪ἲᏛࠊ᪥ᮏឤᰁᏛࠊ᪥ᮏᑠඣឤᰁᏛࠊ᪥ᮏ࢚ࢬᏛࠊ

タࡶ⬻༞୰Ꮫࡢ telestroke ࢞ࢻࣛࣥἢࡗࡓ㐲㝸ᨭయไࢆࢀࡤࠊ་⒪㈨※

᪥ᮏ⎔ቃឤᰁᏛࠊ᪥ᮏ⤖᰾Ꮫࠊ᪥ᮏ྾ჾᏛࠊ᪥ᮏἪᒀჾ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་ࠊ᪥ᮏ⮫

ࡢᑡ࡞࠸ᆅᇦࡢタࡀ A205-2 ㉸ᛴᛶᮇຍ⟬㸦ධ㝔ึ᪥ 10,800 Ⅼ㸧ࢆㄳồ࡛ࡁࡿ᪨ኚ᭦ࡉࢀ

ᗋෆ⛉་ࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᚤ⏕≀Ꮫࠊ᪥ᮏ་┿⳦Ꮫࠊ᪥ᮏ࣊ࣜࢥࣂࢡࢱ࣮Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝ་Ꮫࠊ

ࡓࠋ

᪥ᮏ⮫ᗋ᳨ᰝᑓ㛛་ࡢ 15 Ꮫࡽ࡞ࡿࠋ
2022 ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊឤᰁ㛵㐃ࡘ࠸࡚་⒪ᢏ⾡ホ౯ᥦ᭩ᮍ㍕ 4 ௳ࠊ᪤㍕ 25 ௳ࠊ

㸱㸧ᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓ௳
ᮏጤဨ࡛≉㔜せᛶࡢ㧗࠸௳ㄆ㆑ࡉࢀࡓᮍ㍕ 5 ௳㸦ձTrail Making Test ᪥ᮏ∧ࠊղ⾑

ಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ㸦A ᇶᮏデ⒪ᩱ㸧9 ௳ࢆᥦฟࡋࡓࠋ

Ύࢥࣞࢫࢱࣀ࣮ࣝ ᐃࠊճබㄆᚰ⌮ᖌࡼࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠊմ࣏ࢪࢺ᩿ࣟࣥᒙᙳ࣑ࣟࢻ
࣓࣮ࢪࣥࢢࠊյ㞴ᛶ∦㢌③࣭୕ཫ⚄⤒⮬ᚊ⚄⤒ᛶ㢌③ᣦᑟᩱ㸧࠾ࡼࡧᇶᮏデ⒪ᮍ㍕ 1 ௳㸦⬻༞
୰ࣘࢽࢵࢺධ㝔⟶⌮ᩱ㸧ࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ࠸ࡎࢀࡶ་⒪ᢏ⾡ホ౯ศ⛉ࡢẁ㝵࡛༷ୗ࡞ࡾࠊᫎࡉ

A) ་⒪ᢏ⾡ホ౯ᥦ᭩ᮍ㍕
1.

ẅ⳦⬟᳨ᰝ㸦⺯ගࣉ࣮ࣟࣈࢆ⏝࠸࡚ዲ୰⌫ࡢẅ⳦⬟ࢆࣇ࣮ࣟࢧࢺ࡛ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ៏ᛶ⫗ⱆ
⭘࡞ࡢデ᩿⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᶆ‽ⓗ࡞᳨ᰝࠋḢᕞ࡛యእデ᩿⏝ヨ⸆ࡋ࡚ㄆドࡉࢀࡓࡶࡢ

ࢀࡿࡇࡣ࡞ࡗࡓࠋ

ࡀ࠶ࡿ㸧ࢆᥦฟࡋࡓࠋ㞴ᛶឤᰁࢆ⧞ࡾ㏉ࡍཎⓎᛶචࡢ᪩ᮇデ᩿ࠊឤᰁண㜵ࡣឤᰁ

㸲㸧DPC/PDPS ࡢኚ᭦

ศ㔝࡛ࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ

⚄⤒㛵㐃ጤဨ㛵㐃ࡍࡿ࡞ኚ᭦Ⅼࢆ௨ୗิグࡍࡿࠋ
࣭ චᅾᛶ⬻⅖࣭⬨㧊⅖㸦MDC010081㸧ࡀ᪂ࡓ࡞ MDC ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓ

2.

࣊ࣜࢥࣂࢡࢱ࣮ࣆࣟࣜ⳦ࡢᢠ⳦⸆ឤཷᛶヨ㦂ࠊ⾑Ύ࣌ࣉࢩࣀࢤࣥࡼࡿ࣊ࣜࢥࣂࢡࢱ࣮ࣆࣟࣜ

ࡇࢀࡲ࡛ᶆグᝈࡣ་Ꮫⓗ␗࡞ࡿᝈ࡛࠶ࡿࡶࢃࡽࡎࠕ⬻⬨㧊ࡢឤᰁࢆక࠺⅖ࠖࡢ

㝖⳦ุᐃࠊ⾑Ύ࣌ࣉࢩࣀࢤࣥࡼࡿ⫶⅖ุ᩿ࠋࡇࢀࡽࡣ㏆ᖺࠊࢡࣛࣜࢫ࣐ࣟࢩࣥ⪏ᛶᰴቑຍ

MDC ࡋ࡚ໟᣓࡉࢀ࡚᮶ࡓࡀࠊᅇ᪂ࡓ࡞ MDC ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓࠋ

క࠺㝖⳦⋡పୗࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵᇵ㣴᳨ᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃឤཷᛶ᳨ᰝࡶᚲせ⪃࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᢠ⳦⒪

࣭ ከⓎᛶ◳㸦MDC010090㸧ࡢᡭ⾡࣭ฎ⨨㸰࢜ࣇࢶ࣒࣐ࣈ㸦⓶ୗὀ⏝㝈ࡿࠋ㸧ࡀຍࢃࡗ

ࡼࡿ࣊ࣜࢥࣂࢡࢱ࣮ࣆࣟࣜ⳦ࡢ☜ᐇ࡞㝖⳦ࢆ☜ㄆࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ࣌ࣉࢩࣀࢤࣥ

ᐃࡼࡿ㝖⳦

ุᐃཬࡧ⫶⅖ุ᩿ࢆᥦฟࡋࡓ

ࡓࠋ

9

10

23

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
14. ᝏᛶ⭘⒆㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᐊ ᆂ㸧

B) ᪤㍕
1.

2.

3.

4.

107-2 ᅾᏯᣢ⥆⏝ᅽ྾⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸰
ࠕධ㝔ࡽᅾᏯࠖ࠸࠺ಖ㝤デ⒪ࡢὶࢀ‽ࡌࠊ㐺ᛂᝈ➼ࡢᣑཬࡧⅬᩘࡢぢ┤ࡋࡘ࠸࡚

⒴Ꮫࠊ᪥ᮏ㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᏛࠊ᪥ᮏ⬻⚄⤒እ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ㑇ఏᏊデ⒪Ꮫࠊ᪥ᮏ⫵⒴Ꮫࠊ᪥

ᥦฟࡋࡓࠋ

ᮏ᰾་Ꮫࠊ᪥ᮏࣁࣃ࣮ࢧ࣮࣑Ꮫࠊ᪥ᮏ⦆་⒪Ꮫࠊ᪥ᮏἪᒀჾ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ⒴⒪Ꮫࠊ᪥

012 ឤᰁචᏛⓗ᳨ᰝ

ᮏែᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏ⾑ᾮᏛࠊ᪥ᮏ⌮Ꮫࠊ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་ࠊ᪥ᮏ፬ே⛉⭘⒆Ꮫࠊ᪥ᮏᾘჾ

D012ࠕ9ࠖཬࡧࠕ12ࠖࠊ
ࠕ24ࠖࠊD023-2ࠕ2ࠖ➼ࠊ⫶ࡀࢇᐙ᪘Ṕࢆ᭷ࡍࡿⱝᖺ⪅࠾ࡅࡿ㠀くⓗ

ෆど㙾Ꮫࠊ᪥ᮏᨺᑕ⥺⭘⒆Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣ⾑ᾮ࣭ࡀࢇᏛࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊Ꮫࠊ᪥ᮏ☢Ẽඹ㬆་Ꮫࠊ

࣊ࣜࢥࣂࢡࢱ࣮ࣆࣟࣜ⳦᳨ᰝࡘ࠸࡚ࠊ⟬ᐃせ௳ࡢᣑ㸦㐺ᛂᝈ➼ࡢᣑࠊᅇᩘไ㝈㸧ࠊ㡯┠

᪥ᮏ⮫ᗋ⭘⒆Ꮫࠊ᪥ᮏே㢮㑇ఏᏛࡢィ 25 Ꮫࡽ࡞ࡿࠋ2022 ᖺᗘࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣࠊᝏᛶ⭘⒆

タᐃࡢぢ┤ࡋࢆᥦฟࡋࡓࠋ

㛵㐃㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊୖグྛᏛࡽ་⒪ᢏ⾡ホ౯ᥦᮍ㍕ 47 ௳ࠊ᪤㍕ 82 ௳ࠊಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ㸦A ᇶ

⣽⳦ᇵ㣴ྠᐃ➼

ᮏデ⒪ᩱ㸧4 ௳ࠊ་⸆ရホ౯ 8 ௳ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᥦࡢ୰࡛ࠊせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡣࠊᮍ

⣽⳦ᇵ㣴ྠᐃࠊ⤖᰾⳦⩌ᣑᩓ᳨ฟࠊᢠ㓟⳦ᣑᩓྠᐃ➼ 18 㡯┠ࡘ࠸࡚Ⅼᩘࡢぢ┤ࡋ㸦ቑⅬ㸧ࢆ

㍕ 2 ௳ࠊ᪤㍕ 5 ௳ࠊ୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡀࠊᮍ㍕ 4 ௳ࠊ᪤㍕ 5 ௳࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ᥦฟࡋࡓࠋ

ࡲࡓࠊಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ㸦A ᇶᮏデ⒪ᩱ㸧4 ௳ࡢ࠺ࡕࠊせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࡶࡢࡣ 2 ௳ࠊ୍㒊せᮃࡀᫎࡉ

013 12 HBV ࢥ㛵㐃ᢠཎ㸦HBcrAg㸧

ࢀࡓࡶࡢࡣ 0 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ

⟬ᐃせ௳ࡢᣑ㸦㐺ᛂᝈ➼ࡢᣑ㸧ࢆᥦฟࡋࡓࠋ

௨ୗせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓᥦࡘ࠸࡚グࡍࠋ

㸺せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࡶࡢࠊᮍ㍕ 2 ௳㸼

C) ಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ㸦A ᇶᮏデ⒪ᩱ㸧
1.

ᝏᛶ⭘⒆㛵㐃ጤဨࡣࠊ᪥ᮏ་Ꮫᨺᑕ⥺Ꮫࠊ᪥ᮏ㐀⾑࣭ච⣽⬊⒪ἲᏛࠊ᪥ᮏ⫶⒴Ꮫࠊ᪥ᮏங

A234-2 ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬

1㸧M000-2 ᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲ⟶⌮ᩱ ⚄⤒ෆศἪ⭘⒆ᑐࡍࡿࡶࡢ

ឤᰁ㛵㐃ጤဨࡢ࠺ࡕ᪥ᮏᏛ⒪ἲᏛࡽࠊA234-2 ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬ࡘ࠸࡚ࠊ㸯㸧

ᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲ⟶⌮ᩱࠊ⚄⤒ෆศἪ⭘⒆ᑐࡍࡿࡶࡢ 2,660 Ⅼ

ICT㸦ឤᰁไᚚࢳ࣮࣒㸧 AST㸦ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭࢳ࣮࣒㸧ࢆࡑࢀࡒࢀᑓᚑࡢࢫࢱࢵࣇࡀ⾜

ᮏ௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢯ࣐ࢺࢫࢱࢳࣥཷᐜయ㝧ᛶࡢ⚄⤒ෆศἪ⭘⒆ࡢᝈ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪

࠺ࡇ࡛᪥ᖖᴗົࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࢆ┠ⓗࠊᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬࠾࠸࡚ ICT  AST

ἲࢆ⾜࠸ࠊࡘࠊィ⏬ⓗ࡞⒪⟶⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊᨺᑕᛶྠඖ⣲ࢆᢞࡋࡓ᪥㝈ࡾ⟬ᐃࡍࡿࠋ

ࡢවົࢆྍࡋ 㸰㸧ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬㸰ࢆ᪂タࡍࡿ࡛ AST άືྍ⬟࡞タᩘࢆ

2㸧M000-2 ᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲ⟶⌮ᩱ 〓Ⰽ⣽⬊⭘ᑐࡍࡿࡶࡢ

ቑࡸࡋ 㸱㸧≉ AST ᴗົ㊊ࡋ࡚࠸ࡿ⸆ᖌࡢேⓗ㊊ࢆ⿵࠺┠ⓗ࡛ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭ

ᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲ⟶⌮ᩱ 〓Ⰽ⣽⬊⭘ᑐࡍࡿࡶࡢ 1,820 Ⅼ

ຍ⟬ࡢቑⅬࡼࡾຍ⟬㸰ࡢタࢆྵࡵࡓே௳㈝ࢆ☜ಖࡍࡿࠊ࠸࠺୍㐃ࡢᥦฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋෆ

ᮏ௳ࡘ࠸࡚ࡣࠊMIBG 㞟✚㝧ᛶࡢ⒵ษ㝖⬟࡞〓Ⰽ⣽⬊⭘㸦ࣃࣛ࢞ࣥࢢ࣮࣐ࣜ࢜ࢆྵࡴࠋ㸧ࡢᝈ⪅

ᐜࡣ᪤ㄽᩥࡉࢀࡓ AST άື࠾ࡅࡿ⸆ᖌࡢᴗົ㈇ᢸࢆ║⣽ࡸ⌮ㄽᵓ⠏ࡉࢀࠊ㸱

ᑐࡋ࡚ࠊᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲࢆ⾜࠸ࠊࡘࠊィ⏬ⓗ࡞⒪⟶⌮ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊᨺᑕᛶྠඖ⣲

௳࡛యࡣῶⅬࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡢ࡛ࠊᅜホ౯ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ෆᐜࡔ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀࠊ࠶ࡽ

ࢆᢞࡋࡓ᪥㝈ࡾ⟬ᐃࡍࡿࠋ

ࡓࡵ࡚᪥ᮏᏛ⒪ἲᏛࡢෆಖ㐃ጤဨ࡛ࡇࢀࢆྫྷࡋࡓ⤖ᯝࠊ୰ᑠつᶍࡢ་⒪タ࡛ ICT 
AST ࡑࢀࡒࢀᑓᒓࡢ⫋ဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ⤖ᯝࡋ࡚ᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬ࢆ

㸺せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࡶࡢࠊ᪤㍕ 5 ௳㸼

⏦ㄳ࡛ࡁࡿタࡀῶᑡࡋࠊAST άືࡢ⦰ᑠ⧅ࡀࡿࡢᣦࡀ࠶ࡗࡓࠋᏛෆࡢጤဨཬࡧ⌮

1㸧࣏ࢪࢺ᩿ࣟࣥᒙᙳཬࡧ࣏ࢪࢺ᩿ࣟࣥᒙ࣭ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮᩿ᒙ」ྜᙳࠊ࣏ࢪࢺ᩿ࣟࣥᒙ࣭☢Ẽඹ

᳨࡛ウࡢ⤖ᯝࠊ⌧≧ࡢ㓄⨨ࡢࡲࡲຍ⟬㸰ࡢつᶍࡢ㝔࡛ࡶᢠ⳦⸆㐺ṇ⏝ᨭຍ⟬ࢆ⋓

㬆ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮᩿ᒙ」ྜᙳࠊஙᡣ⏝࣏ࢪࢺ᩿ࣟࣥᒙᙳ

ᚓ࡛ࡁࡿせ௳ࢆ⥅⥆ࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ពぢ࡛ࡲࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊඛࡢᥦฟෆᐜࢆྲྀࡾୗࡆ
ࡓࠋ
2.

ᨺᑕᛶ་⸆ရࡢ⟶⌮ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ࡢ▱㆑ཬࡧ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᨺᑕᛶ་⸆ရ⟶⌮⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

ධ㝔ᇶᮏᩱ➼

2㸧ෆ⏝⒪ἲ⏝ᨺᑕᛶ་⸆ရࢆ㝔ෆㄪ〇ࡍࡿሙྜࠊ
ࠕᨺᑕᛶྠඖ⣲ෆ⏝⒪ἲ⟶⌮ᩱ࠾ࡅࡿ⸆ᖌ㓄⨨

A102 ⤖᰾Ჷධ㝔ᇶᮏᩱࠊA221 㔜യ⪅➼⒪㣴⎔ቃ≉ูຍ⟬ࠊA-205 ᩆᛴ་⒪⟶⌮ຍ⟬ࠊA226-

ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࢆ㐺⏝せ௳㏣ຍ

2 ⦆ࢣデ⒪ຍ⟬ࠊA242 ྾ࢣࢳ࣮࣒ຍ⟬ࠊA210 㞴➼≉ูධ㝔デ⒪ຍ⟬ࠊA210-2 
㢮ឤᰁᝈ⪅デ⒪ຍ⟬ࡘ࠸ࡁࠊ⟬ᐃせ௳ࡢᣑ㸦㐺ᛂᝈ➼ࡢᣑ㸧ࢆᥦฟࡋࡓࠋ

ᨺᑕᛶ་⸆ရࡢ⟶⌮ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᑓ㛛ࡢ▱㆑ཬࡧ⤒㦂ࢆ᭷ࡍࡿᨺᑕᛶ་⸆ရ⟶⌮⪅ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
3) WT1 mRNA

࠸ࡎࢀࡶឤᰁデ⒪࠾࠸࡚ྍḞ࡞デ⒪ᢏ⾡࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ᥦฟࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୍㒊᳨

 WT1mRNA ࡣࠊࣜࣝࢱ࣒ RT-PCR ἲࡼࡾࠊᛴᛶ㦵㧊ᛶⓑ⾑ࠊᛴᛶࣜࣥࣃᛶⓑ⾑ࠊཪࡣ㦵
㧊␗ᙧᡂೃ⩌ࡢデ᩿ࡢ⿵ຓཪࡣ⤒㐣ほᐹ⾜ࡗࡓሙྜ᭶ 1 ᅇࢆ㝈ᗘࡋ࡚⟬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ

ウࡢ⤖ᯝྲྀࡾୗࡆࡓࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ

11

12

24

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
4㸧࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺᏳᐃᛶ᳨ᰝ

㞀ᐖධ㝔་⒪⟶⌮ຍ⟬ࡢᐇ⦼せ௳ࡀᖺ㛫 10 ேࡽ 1 ே⦆ࡉࢀࠊࡼࡾከࡃࡢᦤ㣗㞀ᐖᝈ⪅ࢆࡼࡾᗈ

ᝏᛶ⭘⒆㑇ఏᏊ᳨ᰝࡣࠊ(␎㸧࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺᏳᐃᛶ᳨ᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊࣜࣥࢳೃ⩌ࡢデ᩿ࡢ⿵
ຓࢆ┠ⓗࡍࡿሙྜཪࡣᅛᙧ⒴ࡢᢠᝏᛶ⭘⒆ࡼࡿ⒪ἲࡢ㑅ᢥࢆ┠ⓗࡍࡿሙྜࠊᙜヱ᳨ᰝࢆᐇ
ࡋࡓᚋࠊࡶ࠺୍᪉ࡢ┠ⓗ࡛ᙜヱ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓሙྜ࠶ࡗ࡚ࡶࠊู㸯ᅇ㝈ࡾ⟬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ
᪩ᮇ⭠⒴࠾ࡅࡿࣜࣥࢳೃ⩌ࡢ㝖እࢆ┠ⓗࡋ࡚ BRAF 㑇ఏᏊ᳨ᰝࢆᐇࡋࡓሙྜ࠶ࡗ࡚ࡣࠊ

ࡃᑐ㇟ࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋ
࠸ࡗࡱ࠺࡛ࠊせᮃࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓせ࡞ෆᐜࡣࠊ௨ୗࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ
࡞᪂⯆ឤᰁࡢឤᰁไᚚࡢホ౯㸦⢭⚄⛉㝔ධ㝔ࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄ᝈᝈ⪅ࡣឤᰁᑐ⟇ࡸ㝔ෆឤᰁ
ࡸ㌿㝔ㄪᩚࡘ࠸࡚⊂⮬ࡢᅔ㞴ࡀ࠶ࡿ㸧㸹ྠ୍᪥⟬ᐃࡸྠ୍㐌⟬ᐃࡢไ㝈ࡢぢ┤ࡋ㸦⒪ⓗព⩏ࡘ࠸

KRAS 㑇ఏᏊ᳨ᰝཪࡣ RAS 㑇ఏᏊ᳨ᰝࢆేࡏ࡚⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡋࠊ࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺᏳᐃᛶ

࡚ࡢุ᩿ࡶ࡙࠸ࡓไ㝈ࢆồࡵࡓ㸧㸹㔜࠸⢭⚄≧ࢆࡶࡘධ㝔ᝈ⪅ࡢᑐᛂࡢホ౯ࠊ⒪ᢠᛶ⤫ྜ

᳨ᰝࢆᐇࡋࡓᖺ᭶᪥ࢆࠊデ⒪ሗ㓘᫂⣽᭩ࡢせḍグ㍕ࡍࡿࡇࠋ

ኻㄪ⒪ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡢぢ┤ࡋ㸦㌟యྜేࡢ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸ᑟධึᮇࡢホ౯㸧ࠋ

5㸧⛣᳜ᚋᝈ⪅ᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸦㐀⾑ᖿ⣽⬊⛣᳜㸧࠾ࡅࡿሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ㐲㝸㠃ㄯࡢせ௳ᣑ
ᅇ᪂ࡓࠊሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓሙྜࡢ་Ꮫ⟶⌮➼㸦་Ꮫ⟶⌮ᩱ㸧ࡘ࠸࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡶ
ࡢ 261 Ⅼ

(2) ᩆᛴ㝔➼࠾ࡅࡿ⢭⚄ᝈࢆࡶࡘᝈ⪅ࡢ་⒪
ᩆᛴ㝔➼࠾ࡅࡿ⢭⚄ᝈࢆࡶࡘᝈ⪅ࡢ་⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ẅᅗࡸ㌟యྜేࡘ࠸࡚ࡢぢ┤
ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸺せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࡶࡢࠊಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ㸦A ᇶᮏデ⒪ᩱ㸧2 ௳㸼

 ⮬ẅᅗ࡞ࡼࡾᩆᛴ㝔ࢆཷデࡍࡿ⢭⚄ᝈࢆࡶࡘᝈ⪅ࡢᩆᩆᛴධ㝔ᩱ࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄ᝈ

1㸧RI ෆ⏝⒪ἲ࠾࠸࡚ᨺᑕ⥺⒪ᐊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐺ษ࡞㜵ㆤᥐ⨨࠾ࡼࡧởᰁ㜵Ṇᥐ⨨ࢆㅮࡌ୍࡚⯡

デ᩿⒪ึᅇຍ⟬ࡸ⒪⥅⥆ࡢࡓࡵࡢከ⫋✀ࡼࡿຓゝᣦᑟࡢ㔜Ⅼⓗ࡞ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡞ࡾࠊ

ᐊࢆ⏝ࡋࡓሙྜࡢࠊᙜヱᐊᑐࡍࡿ⟶⌮ຍ⟬

ࡲࡓᩆᛴᝈ⪅⢭⚄⛉⥅⥆ᨭᩱࡀᐇࡉࢀࠊ⮬ẅᅗᑐࡍࡿ⢭⚄⛉デ⒪ࡸ㏥㝔ᚋࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉࡢ

 ᨺᑕ⥺⒪ᐊ⟶⌮ຍ⟬㸦1 ᪥ࡘࡁ㸧

ಁ㐍ࢆ㏻ࡌࡓᅗண㜵ࡢຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ⢭⚄⛉ᩆᛴ࣭ྜేධ㝔ᩱࡘ࠸࡚せ௳ࡀ⦆ࡉࢀࠊ

1. ⒪⏝ᨺᑕᛶྠඖ⣲ࡼࡿ⒪ࡢሙྜ 6,370 Ⅼ

⟬ᐃྍ⬟࡞ࡿタࡢቑຍࡀணࡉࢀࠊ⢭⚄⛉ᩆᛴ࣭ྜే་⒪ࡢᐇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸦⢭⚄ಖᣦᐃ

2. ᐦᑒᑠ⥺※ࡼࡿ⒪ࡢሙྜ 2,200 Ⅼ

་ࡀ 3 ྡࡽ 2 ྡࠊ⢭⚄⛉㌟యྜే⟶⌮ຍ⟬ࡸࣜࣁࣅࣜࡸฎ⨨ࡀໟᣓࡽ㝖እࠊ㛫እࡸఇ᪥῝

2㸧A225 ᨺᑕ⥺⒪ᐊ⟶⌮ຍ⟬㸦㠀ᐦᑒ⥺※ࢆ⏝ࡍࡿᨺᑕ⥺⒪ᐊࢆᑐ㇟ࡋࡓቑⅬ㸧

ኪデ⒪せ௳ࡢ๐㝖ࠊᥐ⨨࣭⥭ᛴᥐ⨨࣭ᛂᛴධ㝔せ௳ࡢ⦆㸧ࠋ

 ᨺᑕ⥺⒪ᐊ⟶⌮ຍ⟬㸦1 ᪥ࡘࡁ㸧

 ࠸ࡗࡱ࠺࡛ࠊෆಖ㐃ࡢᇶᮏ᪉㔪ࠕ6. ࢳ࣮࣒་⒪ࡢ᥎㐍་ᖌ㈇ᢸࡢ㍍ῶࠖࡢࡦࡘ࡛࠶ࡿ⢭⚄⛉ࣜ

1. ⒪⏝ᨺᑕᛶྠඖ⣲ࡼࡿ⒪ࡢሙྜ 6,370 Ⅼ

࢚ࢰࣥࢳ࣮࣒ຍ⟬ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨵᐃせᮃࡸ DPC ࡢᶵ⬟ホ౯ಀᩘϩࡋ࡚ࡢホ౯ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

2. ᐦᑒᑠ⥺※ࡼࡿ⒪ࡢሙྜ 2,200 Ⅼ

ࡲࡓࠊ⥲ྜධ㝔యไຍ⟬ࡢ⢭⚄Ჷࡢ㐺⏝ࠊ⥲ྜධ㝔యไຍ⟬ 2  3 ࡢタᇶ‽⢭⚄⛉ࢆຍ࠼ࡿ
ࡇࡶㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ

15. ⢭⚄⛉㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸⚟⏣ṇே㸧
⢭⚄⛉㛵㐃ጤဨ㛵ࢃࡿデ⒪ሗ㓘ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄ᝈࡀ་⒪ἲࡶ࡙ࡃ 5 ࡢࡦࡘ
⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓⱝᖺᒙࡢṚᅉࡢ➨ 1 ࡀ⮬ẅ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽᖺᗘࡽ㧗ᰯࡢಖయ⫱࠾

(3) ⢭⚄ᝈࡘ࠸࡚ࡢእ᮶་⒪
㏻㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲࡢඣ❺ᛮᮇ⢭⚄⛉ᑓ㛛⟶⌮ຍ⟬ࡘ࠸࡚ࠊ2 ᖺࡢ⟬ᐃᮇ㝈ࡀ᧔ᗫࡉࢀࡓࠋ㛗ᮇ

࠸࡚⢭⚄ᝈᩍ⫱ࡀጞࡲࡿ࠸࠺ࠊ♫ࡢ≧ἣᅜẸࡢࢽ࣮ࢬぢྜࡗࡓࡶࡢ࡞ࡿࡇࢆせᮃࡋ࡚

ࡢデ⒪ࡀᚲせ࡞ඣ❺ᛮᮇᝈ⪅ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾᐇࡍࡿᑐᛂࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋ౫Ꮡእ᮶་

ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

⒪࠾࠸࡚ࠊ㞟ᅋ⒪ἲࡢᑐ㇟ࡀ⸆≀౫Ꮡࢠࣕࣥࣈࣝ౫Ꮡࡽࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡࡲ࡛ᣑࡉ
ࢀࠊࣝࢥ࣮࣭ࣝ⸆≀࣭ࢠࣕࣥࣈࣝࡢ㸱ࡘࡢ౫Ꮡࢆྠ➼ᢅ࠺ࡇ࡞ࡾࠊࣝࢥ࣮ࣝ౫Ꮡእ᮶

(1) ⢭⚄ᝈࡘ࠸࡚ධ㝔་⒪

་⒪ࡢᐇ⧅ࡀࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ౫Ꮡ㞟ᅋ⒪ἲࡣ㏻㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲྠ୍᪥

⢭⚄⛉ࡢᑓ㛛ධ㝔་⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛴᛶᮇ་⒪࣭౫Ꮡ࣭ᦤ㣗㞀ᐖ࡞ࡢᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸㡿ᇦࡢ㡯┠

⟬ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡾࠊ⒪ⓗព⩏ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࡶ࡙࠸ࡓไ㝈ࡍࡿࡇ
ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ

ࡘ࠸࡚ぢ┤ࡋࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ᛴᛶᮇ་⒪ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄⛉ᩆᛴධ㝔ᩱࡀ⢭⚄⛉ᩆᛴᛴᛶᮇ་⒪ධ㝔ᩱྡ⛠ኚ᭦ࡉࢀࠊᗋᩘ

ࡲࡓࠊ⒪㣴⏕ά⥅⥆ᨭຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࠊከ⫋✀ࡼࡿໟᣓⓗᨭ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀホ౯ࡉࢀࡿࡼ࠺

㛵ࡍࡿつᐃࡸ⟬ᐃ᪉ἲ࡞ࡀࡁࡃኚ᭦࡞ࡗࡓࠋᆅᇦ࡛ࡢᙺࡸ㝔ࡢᶵ⬟ぢྜࡗࡓⅬᩘ࡞

࡞ࡾࠊ⢭⚄ᝈᝈ⪅ࡢᆅᇦᐃ╔ࡢ᥎㐍ࡀᅗࡽࢀࡿࡇ࡞ࡗࡓࠋᚋࠊධ㝔་⒪ࡢ⥅⥆ᛶࡀไᗘ

ࡗ࡚࠾ࡾࠊከࡃࡢ་⒪ᶵ㛵ࡀேဨ㓄⨨ࡢᐇࡋࡓᛴᛶᮇᗋࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡇࢆྍ⬟ࡍࡿࡶ

ࡋ࡚ಖドࡉࢀࠊࡲࡓసᴗ⒪ἲኈࡢ㛵ࢆㄆࡵࡿ࡞ࡢⓎᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽࠊࡇࡇࢁࡢ㐃ᦠᣦ

ࡢ࡛ࠊᚋࡢ⢭⚄⛉ᛴᛶᮇ་⒪ࡢ࠶ࡾ᪉ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౫Ꮡࡘ࠸࡚ࡣࠊࣝ

ᑟᩱࡀ᪂タࡉࢀࠊ୍⯡་⒪ᶵ㛵ࡸࣉ࣐ࣛࣜࢣ⢭⚄ಖ⚟♴ኈࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⢭⚄⛉་⒪ᶵ㛵

ࢥ࣮ࣝ౫Ꮡࡶ⸆≀౫Ꮡࡀ౫Ꮡධ㝔་⒪⟶⌮ຍ⟬ࡢᑐ㇟࡞ࡾࠊࣝࢥ࣮࣭ࣝ⸆≀࣭ࢠࣕࣥ

ࡢ㐃ᦠࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡛ࠊ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇ⒪ࡸࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺ࣭ࢠࣕࢵࣉࡢᨵၿࡀᮇᚅࡉࢀ

ࣈࣝࡢ㸱ࡘࡢ౫Ꮡྠ➼ᑐᛂࡍࡿ᪉ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᦤ㣗㞀ᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌟యྜే⟶⌮ຍ⟬

ࡿࠋ

ᑐ㇟ᝈࡢぢ┤ࡋࡢ࡞࡛ࠊ㔜⠜࡞ᰤ㣴㞀ᐖࡢᇶ‽ࡀ BMI13 ᮍ‶ࡀ 15 ᮍ‶⦆ࡉࢀࠊࡲࡓᦤ㣗

࠸ࡗࡱ࠺࡛ࠊ㏻㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲࡣ⢭⚄ಖᣦᐃ་ࡢせ௳ࡀຍࢃࡾࠊᣦᐃ་ࡢ᭷↓࡛デ⒪ሗ㓘ࡀ
␗࡞ࡿࡇ࡞ࡗࡓᨵᐃࡘ࠸࡚ࠊ㊃᪨ࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴ࡢᣦࡀከ࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ⢭⚄ಖᣦᐃ་ࡢᴗ

13

14
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ົࡣ㏻㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲ㛵ಀࡏࡎࠊ௨๓࠸ࡕせ௳ࡉࢀࡓࡶࡢࡀ᧔ᗫࡉࢀࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠊ࡞

17. ᑠඣ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᶓ㇂ 㐍㸧

ࡢ⌮⏤ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

1.

యࡢ⥲ᣓ
ᑠඣ㛵㐃ጤဨ㸦ຍ┕ 22 Ꮫ㸧ࡽࡣࠊᮍ㍕ 17 ௳ࠊ᪤㍕ 35 ௳ࠊA ༊ศ㸦ᇶᮏデ⒪ᩱ㸧6 ௳

⢭⚄⛉ࡢእ᮶་⒪ࡘ࠸࡚ࠊせᮃࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࡢࡣ௨ୗࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄⛉ࢆᶆᴶࡋ࡚࠸

ࡢࠊィ 58 ௳ࡢᥦࢆᥦฟࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢᥦ㛵ࡍࡿ 2022 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡢ⤖ᯝࢆ⾲♧ࡋࡓ

࡞࠸་⒪ᶵ㛵࠾ࡅࡿ⢭⚄⛉ᑓ㛛་⒪ࡋ࡚ࡢ㏻㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲࡢྲྀᢅ࠸㸹20 ṓᮍ‶ࡢᝈ⪅ࡢ㏻
㝔࣭ᅾᏯ⢭⚄⒪ἲࡢຍ⟬㸹ᑠඣ≉ᐃᝈ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᩱࡢ⟬ᐃᮇ㛫ࡢᘏ㛗㸹ඣ❺ᛮᮇ⢭⚄⛉ᑓ㛛

㸦⾲ 1.㸧ࠋ2022 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡣ㏆ᖺ࡞ࡃཝࡋ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊෆಖ㐃యẚࢀࡤࠊ᥇

⟶⌮ຍ⟬ࡢタᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ㸦せ௳ࡀཝࡋ࠸ࡓࡵࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡏ࡚࠸࡞࠸㸧㸹⢭⚄⛉ࢩ࣮ࣙࢺ࣭ࢣࡸ

ᢥࡉࢀࡓᥦࡢྜࡣᑡࡋࡔࡅ㧗࠸ྜࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ

ࢹ࣭ࢣ࠾ࡅࡿඣ❺ᛮᮇຍ⟬ࡢタ⨨㸦ᐙᗞᶵ⬟ࡢ⿵ࡶྵࡵࡓ᱁ูࡢ㛵ࢃࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸧㸹⢭
⾲ 1. ᑠඣ㛵㐃ጤဨຍ┕Ꮫࡽᥦฟࡉࢀࡓᥦࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡢᫎࡢ⤖ᯝ

⚄⛉సᴗ⒪ἲィ⏬᭩ࡢホ౯㸦ಶูࡉࢀ᭷⏝ᛶࡢ㧗࠸సᴗ⒪ἲࡢࡓࡵ㸧㸹⢭⚄⛉ゼၥసᴗ⒪ἲ㸦እ᮶་

ᮍ㍕
᪤㍕
A ༊ศ
17
35
6
ᥦฟᥦᩘ
0 (0%)
3 (9%)
0 (0%)
せᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓ
せᮃ㏻ࡾ㸭୍㒊 せᮃࡀ
1 (6%)
9 (26%)
2 (33%)
ᫎࡉࢀࡓ
* ෆಖ㐃ྜィࡣࠊ2022 ᖺ 3 ᭶ 31 ᪥⌧ᅾࡢ㞟ィ⤖ᯝ࡛♧ࡋࡓࠋ

⒪࠾ࡅࡿసᴗ⒪ἲࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ㸧
㸹⒪ᢠᛶ⤫ྜኻㄪ⒪ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡢ⟬ᐃᣑ㸦ᖖ⸆ᖌࡢ
࠸࡞࠸デ⒪ᡤࡸࢥࣥࢧࣝࢺࢆཷࡅࡓෆ⛉࡛ࡢ⟬ᐃ㸧㸹㧗ḟ⬻ᶵ⬟㞀ᐖᝈ⪅➼ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࢆホ౯࡛ࡁࡿࢺ
࣓ࣞࣝ࢟ࣥࢢ᳨ᰝ᪥ᮏ∧ࡢ㍕ࠋ
⢭⚄⛉㛵㐃ጤဨࡢᵓᡂ 18 ᅋయ㸦༑㡢㡰㸧㸸᪥ᮏࣝࢥ࣮࣭ࣝࢹࢡࢩࣙࣥ་Ꮫࠊ᪥ᮏ㧗ḟ

ྜィ
58
3 (5%)

ෆಖ㐃ྜィ
495
22 (4.4%)*

12 (21%)

74 (14.9%)*

⬻ᶵ⬟㞀ᐖᏛࠊ᪥ᮏඣ❺㟷ᖺ⢭⚄་Ꮫࠊ᪥ᮏዪᛶᚰ㌟་Ꮫࠊ᪥ᮏᚰ⒪ෆ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣ⢭⚄
⚄⤒Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣᚰ㌟་Ꮫࠊ᪥ᮏᚰ㌟་Ꮫࠊ᪥ᮏ╧╀Ꮫࠊ᪥ᮏ⢭⚄⚄⤒Ꮫࠊ᪥ᮏ⢭⚄ศᯒ
Ꮫࠊ᪥ᮏ⢭⚄⛉㝔༠ࠊ᪥ᮏ⥲ྜ㝔⢭⚄་Ꮫࠊ᪥ᮏ࡚ࢇࢇᏛࠊ᪥ᮏㄆ▱Ꮫࠊ᪥ᮏ
ᏳᏛࠊ᪥ᮏ⮫ᗋ⚄⤒⏕⌮Ꮫࠊ᪥ᮏ⪁ᖺ⢭⚄་Ꮫࠋ

2.

ᥦࡢฎ⌮㐣⛬ูࡢ᥇ྰࡢ㞟ィ
2022 ᖺᨵᐃ࠾ࡅࡿᥦࡢฎ⌮㐣⛬ูࡢ᥇ྰࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2.♧ࡋࡓࠋ
➨ 1 ᅇ་⒪ᢏ⾡ホ౯ศ⛉࠾࠸࡚་⒪ᢏ⾡ホ౯ᑐ㇟࡞ࡽ࡞ࡗࡓᥦࡽࡶࠊࡲࡓࠊ➨ 2 ᅇ
ศ⛉࠾࠸࡚ 2022 ᖺᗘᨵᐃ࠾࠸࡚ᑐᛂࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡉࢀࡓᥦࡽࡶࠊᥦࡢ୍㒊ࡀᫎࡉ

16. ᚰ㌟་Ꮫ㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸Ἑྜၨ㸧
ᚰ㌟་Ꮫ㛵㐃ጤဨࡽࡣࠊ᪤㍕ 6 ௳㸦ࠕ⚄⤒ᛶࡸࡏᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື⒪ἲࠖࠊࠕ㔜㐣ᩄᛶ⭠

ࢀࡓࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㸿༊ศࡢᥦࡢ୍㒊ࡶᫎࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡣࠊ2024 ᖺᗘ
௨㝆ࡢᨵᐃྥࡅࡓᥦࡢ‽ഛ࠾࠸࡚ࡶཧ⪃ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡢࡼ࠺࡞㐣⛬࡛ᥦࡀྲྀࡾධࢀ

ೃ⩌ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື⒪ἲࠖࠊ
ࠕ៏ᛶ③ᑐࡍࡿㄆ▱⒪ἲ࣭ㄆ▱⾜ື⒪ἲࠖࠊ
ࠕ⚄⤒ᛶ㐣㣗ᑐࡍࡿࢭࣝ

ࡽࢀࡓࡣࠊᥦࡈ୍ᵝ࡛࡞࠸᥎

ࣇ࣊ࣝࣉㄆ▱⾜ື⒪ἲࠖ ࡞ࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢ㐺⏝ᣑࠊ࠾ࡼࡧࠕ≉ᐃᝈ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠖ࠸࠺

࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡸࠊᥦᚋࡢ་⒪ㄢ➼ࡢᢸᙜ⪅ࡽࡢ↷ࡢᅇ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚༑ศ࡞⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡓ

ࡉࢀࡿࡀࠊ་⒪ㄢࣄࣜࣥࢢ࡛ࡢㄝ᫂ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿዎᶵ

⒪⟶⌮ᩱࡢ㐺⏝ᣑࠊ ࠕᚰ㌟་Ꮫ⒪ἲࠖࡢቑⅬࢆồࡵࡿᥦ᭩ࢆᥦฟࡋࡓࡀࠊᅇࡣࡍ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞

ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ࡗࡓࠋA ᇶᮏデ⒪ᩱ ࠕᦤ㣗㞀ᐖධ㝔་⒪⟶⌮ຍ⟬ࠖࢆ⏦ㄳ࡛ࡁࡿタᇶ‽ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊᦤ㣗㞀ᐖࡢ
ᖺ㛫᪂つධ㝔ᝈ⪅ᩘࡀ 10 ே௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1 ே௨ୖኚ᭦ࡉࢀࡓࠋタᇶ‽ࡀ⦆ࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊࡇ

⾲ 2.

2022 ᖺᨵᐃ࠾ࡅࡿᥦࡢฎ⌮㐣⛬ูࡢ᥇ྰࡢ⤖ᯝ

ࢀࡲ࡛ࡼࡾࡶከࡃࡢタ࡛ࡇࡢຍ⟬ࡀࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓࠋA ᇶᮏデ⒪ᩱࠕࢫࢺࣞࢫ㛵㐃ᝈᑐࡍࡿ
࢜ࣥࣛࣥデ⒪⛉ࠖࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋ
ᚋࡢ᪉㔪ࡋ࡚ࡣࠊࡾࢃࡅ⒪㞴ࡋࠊᛮᮇዪᛶࡢṚᅉࡋ࡚ࡶࡗࡶከ࠸ࡉࢀࡿ⚄⤒ᛶࡸ
ࡏࠊ࠾ࡼࡧࠊQOL ປാ⏕⏘ᛶࢆⴭࡋࡃపୗࡉࡏࡿ㔜㐣ᩄᛶ⭠ೃ⩌៏ᛶ③ᑐࡋࠊḢ⡿ඛ㐍ㅖ
ᅜ࡛ࡣ᪤ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢಖ㝤㐺⏝ࡢᣑࢆồࡵ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ

15

16

26

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
3.

18. ዪᛶデ⒪⛉㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸す ὒᏕ㸧

ྛᏛࡽࡢᥦ

௧ 4 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡢ࡞せᮃ㡯┠ࡑࡢ࣏ࣥࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ྛᏛࡽᥦฟࡉࢀࡓᥦᨵᐃ⤖ᯝࡣࠊ⾲ 3.ࡲࡵࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 3. ྛᏛࡽࡢᥦࡢ 2022 ᖺᗘᨵᐃࡢᫎࡢ⤖ᯝ

᪥ᮏ⏘⛉፬ே⛉Ꮫࡼࡾ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦ᮍ㍕㸧ࡋ࡚ዷᣦᑟ⟶⌮ᩱࢆせᮃࡋࡓࠋ᪥ᮏ⏘፬ே⛉་
་⒪ᢏ⾡ホ౯ศ⛉䛷䛾ホ౯
㻞㻜㻞㻞ᨵᐃ䛷 㻞㻜㻞㻞ᨵᐃ䛷 ་⒪ᢏ⾡
ඃඛᗘ㧗䛔 ᑐᛂ䛧䛺䛔 ホ౯ᑐ㇟እ

せᮃ㏻䜚ᫎ䛥䜜䛯ᥦ
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% ҫָ؇ཀྵ
% ҫָ؇ཀྵ
' ࠬݗ
& ࡑҫྏ

∦㢌③ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື⒪ἲࠊ࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿ៏ᛶ㢌③ᛶᝈࡢ⏕άᣦᑟ㸪⸆≀⒪ἲࡢ⒪㣴⟶
⌮ᩱࠊእ᮶デ⒪࠾ࡅࡿ៏ᛶ㢌③ᛶᝈࡢ⏕άᣦᑟ㸪⸆≀⒪ἲࡢ⒪㣴⟶⌮ᩱࠊ∦㢌③㸪⩌Ⓨ㢌③ᝈ⪅ࡢ
ᣦᑟ⟶⌮ࢆせᮃࡋࡓࠋ᪥ᮏ⏕Ṫ་Ꮫࡽࡣࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦ᮍ㍕㸧ࡋ࡚⤧ẟᰁⰍయ᳨ᰝࠊ⫱
⟶⌮ᣦᑟᩱࢆせᮃࡋࡓࠋ᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊ࡽࡣࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦ᮍ㍕㸧ࡋ࡚፬ே⛉Ꮚᐑ㢕㒊⣽⬊デ

ٗढ़໌
ঘࣉΠϪϩάʖ࣮ྏ׳ࢨྋ
ਕҢߨࢩԋ࿊ࢨܠྋ  
ࡶۗࠬݗ
ঘࣉʤ༰ࣉʥࡑύϓϫʖιϧϒʖࢨ؇ཀྵྋɼঘࣉ
ʤ༰ࣉʥࡑύϓϫʖιϧϒʖૹՅࢋɼ༰ࣉٷݼ
؇ཀྵࡒྋՅࢋʤ೧ฯݧफࡎʥనԢͶύϓϫʖιϧ
ϒʖΝ௧Յ
μϩΰϱηϜʤҲൢ໌ʀΨψιϞόΰϱΠϗϏϩϚϗέʥ
࣑ྏͶ͕͜ΖΩϩνϖψ๑Յࢋ
ঘࣉ੫Ծഀਫ਼ཀྵࠬݗՅࢋ
ళήϨαεϩϙηϓΟοζϩόεφʖϩ *3, ܿଝ
ηέϨʖωϱήࠬݗ
րఙ൝ඬ६ಣΊॽ͘ηέϨʖωϱή ࠬݗ675$:5
ְ״ϕϫϓΟϩʤ63
௪Ӆʀࡑਈྏ๑ɻࣉಒࢧॡغਈՌڠಋࢨՅࢋ
ࣉಒࢧॡغਈՌ࿊ࢨܠྋ
Ϩϱοޫ܊ਏஇదҪఽָదࠬݗ
ҪఽࢢϏϋϩͶΓΖೋබҪఽָదࠬݗ
ࡑ༎݄؇ཀྵྋ
ͱΞ͖Ξ়ղྋ࿊ܠՅࢋ
ͱΞ͖Ξৼཀྵگүॄྏ๑
Πϩϔϝϱඉ݃ܗϑϨϩϑϱ
੫ຼຓ
ঘࣉՌཔਏྏྋ
56Τϩη߇ݬఈ
ήϫϔϨϱέϧηพΤϩη߇ରՃϐφϏϩϚΤϩη%
ܠଵܗື༎ӹϛϱϕՅࢋ
ࡑѳञ ࢨं׳؇ཀྵྋ
͗ΞΰόϞϕϫϓΟϨϱήࠬݗ
ঘࣉՌྏࢨྋ
ࡑ࣎ҫָ૱؇ཀྵྋ
݄ླྀଁՅܗళৼ࣮׳ͶଲͤΖఁોྏ๑
ϨςΫεϜϔ౦༫ޛ&'ɼΉͪͺ&'ϠωνϨϱή
ਝେྏ๑ࢨ؇ཀྵྋ
ঘࣉಝఈ࣮׳ΩΤϱιϨϱήྋ
સఙ൝ీϑϋʖஎࠬݗ
:, 6&5 எࠬݗ
݄౸ࣙހఈحՅࢋɻؔܿηΫϡϱࣞ࣍କ݄౸ఈحͶΓ
Ζ
௪Ӆʀࡑਈྏ๑ɻࣉಒࢧॡغਈՌ؇ཀྵՅࢋ ࢬઅ
خ६ʤ̓ʥਏྏॶࢬઅخ६รߍ
௪Ӆʀࡑਈྏ๑ɻࣉಒࢧॡغਈՌ؇ཀྵՅࢋɻࢬ
અخ६ʤ̐ʥۊਈՌҫรߍ
%5&$Ҫఽࢢࠬݗ
ҪఽָదࠬݗʤҪఽञ ʥ
ؠγʖϗϧϱη
ཝ૧͗Ξγʖϗϧϱη
༩దཝ૧ཝ؇ঈढ़
ࡑѳञ ࢨं׳؇ཀྵྋ
எؽͨࠬݗଠৼཀྵࠬݗ
ड़ਫ਼ޛύϨηέਫ਼ࣉΩΤϱιϨϱήՅࢋ

䕿
䕿
䕿

⮬ືุᐃᨭຍ⟬ࠊ⣽⬊デ⢭ᗘ⟶⌮ᩱࠊᅜ㝿ᶆ‽⌮デ᩿⟶⌮ຍ⟬ࢆࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦᪤㍕㸧ࡋ࡚
⣽⬊デ᩿ᩱࡢぢ┤ࡋ㸦፬ே⛉⣽⬊デࡢ㐺⏝ᣑ㸧ࠊ㎿㏿⣽⬊デ㸦᳨ᰝ୰ࡢሙྜ㸧ࠊ㐺ᛂᝈࡢᣑ, ච

䕿

ᰁⰍࠊ⣽⬊デᶆᮏࡢ㐺⏝ᣑࠊᾮ≧᳨య⣽⬊デຍ⟬ࡢぢ┤ࡋࢆせᮃࡋࡓࠋせᮃ㡯┠ࡢ᥇ྰ⤖ᯝࡣ
䕿

ୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿

せᮃ㡯┠ࡢ᥇ྰ⤖ᯝ㸦ࠕۑせᮃ㏻ࡾᫎࡉࢀࡓࠖࡲࡓࡣࠕ୍㒊せᮃࡀᫎࡉࢀࡓࠖ
ࠊࠕࡃᫎࡉࢀ࡞
ࡗࡓࠖ㸧
࠙་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦ᮍ㍕㸧ࠚ
ۑዷᣦᑟ⟶⌮ᩱ

䕿

㐲㝸ศፔ┘ど⨨ࡼࡿࣁࣜࢫࢡዷ፬⟶⌮ᩱ

䕿
䕿
䕿
䕿

࣮ࣜࣔࢺࡼࡿࣀࣥࢫࢺࣞࢫࢸࢫࢺ㸦୍㐃ࡘࡁ㸧Ⅼᩘࡢ᪂タ
䕿
䕿

䕿
䕿
䕿

䕿
䕿

䕿

፬ே⛉Ꮚᐑ㢕㒊⣽⬊デ⮬ືุᐃᨭຍ⟬

䕿

⣽⬊デ⢭ᗘ⟶⌮ᩱ

䕿

ۑᅜ㝿ᶆ‽⌮デ᩿⟶⌮ຍ⟬

䕿
䕿
䕿
䕿
䕿
䕿

㻞㻤

⤧ۑẟᰁⰍయ᳨ᰝ
⫱⟶⌮ᣦᑟᩱ

䕿

㻟

࣍ࣝࣔࣥ⿵⒪ἲ(HRT)⟶⌮ᩱ
㟁Ꮚⓗ㢌③ࢲ࣮ࣜࡼࡿ㞴ᛶ㢌③ࡢ㐲㝸 AI デ᩿࣭⒪ᨭᢏ⾡

䕿
䕿

' ࠬݗ
' ࠬݗ
( ժਏஇ
' ࠬݗ
. घढ़
& ࡑҫྏ
' ࠬݗ
ͨଠ
$ خຌਏྏྋ ෨
$
ঘࣉޛҪं׳յغणՅࢋ
Ӆྋ
$ خຌਏྏྋ ෨
؉ίΠਏྏՅࢋ
$
Ӆྋ
$ خຌਏྏྋ ෨
$
$ɻࡑٺەं׳ӅਏྏՅࢋ̏
Ӆྋ
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ࢲ࣮ࣜࡼࡿ㞴ᛶ㢌③ࡢ㐲㝸 AI デ᩿࣭⒪ᨭᢏ⾡ࢆࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦᪤㍕㸧ࡋ࡚㞴ᛶ

࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿᅾᏯ⮬ᕫὀᑕᣦᑟ⟶⌮ᩱࠊ⩌Ⓨ㢌③ᝈ⪅࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿᅾᏯ㓟⣲⒪ἲ

䛟ᫎ䛥䜜䛺䛛䛳䛯ᥦ

າफࡎ

ࡼࡿࣀࣥࢫࢺࣞࢫࢸࢫࢺ㸦୍㐃ࡘࡁ㸧Ⅼᩘࢆせᮃࡋࡓࠋ᪥ᮏ࿘⏘ᮇ࣭᪂⏕ඣ་Ꮫࡽࡣ་⒪ᢏ⾡ホ
౯㸦᪤㍕㸧ࡋ࡚ࣝࣈ࣑ࣥ㠀⤖ྜᆺࣅࣜࣝࣅࣥࢆࠊಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ A ༊ศࡋ࡚ฟ⏕ᚋࣁࣜࢫࢡ᪂

䕿

୍㒊せᮃ䛜ᫎ䛥䜜䛯ᥦ
ॶָճ൬ߺ

ࡽࡣࠊ་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦ᮍ㍕㸧ࡋ࡚㐲㝸ศፔ┘ど⨨ࡼࡿࣁࣜࢫࢡዷ፬⟶⌮ᩱࠊ࣮ࣜࣔࢺ

㻞㻝
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27

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
19. ෆ⛉⣔デ⒪ᡤጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸㏆⸨ኴ㑻㸧

࠙་⒪ᢏ⾡ホ౯㸦᪤㍕㸧ࠚ

ෆ⛉⣔デ⒪ᡤጤဨࡣࠊ᪥ᮏ⎔ቃឤᰁᏛࠊ᪥ᮏෆ⛉Ꮫࠊ᪥ᮏᑠඣ⛉་ࠊ᪥ᮏ㝔ࠊ᪥ᮏᑠඣ

ࣝࣈ࣑ࣥ㠀⤖ྜᆺࣅࣜࣝࣅࣥ
㞴ᛶ∦㢌③ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື⒪ἲ

⛉Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋෆ⛉་ࠊ᪥ᮏᮾὒ་Ꮫࡢ㸵Ꮫࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ2021 ᖺᗘࡣᮍ㍕㸰௳ࠊ

࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿ៏ᛶ㢌③ᛶᝈࡢ⏕άᣦᑟ㸪⸆≀⒪ἲࡢ⒪㣴⟶⌮ᩱ

᪤㍕㸰௳ࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ͒

እ᮶デ⒪࠾ࡅࡿ៏ᛶ㢌③ᛶᝈࡢ⏕άᣦᑟ㸪⸆≀⒪ἲࡢ⒪㣴⟶⌮ᩱ

 ⏦ㄳࡋࡓᮍ㍕ࡢ㸰௳ࡶ㹀་Ꮫ⟶⌮➼࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ៏ᛶ౽⛎ࡢ≉ᐃᝈ⒪㣴⟶⌮ᩱࠖࠕධ㝔ᝈ⪅

∦㢌③㸪⩌Ⓨ㢌③ᝈ⪅ࡢ࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿᅾᏯ⮬ᕫὀᑕᣦᑟ⟶⌮ᩱ

㛵ࡋ࡚ࡢデ⒪ሗᥦ౪ᩱ࡛ࠖࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᫎࡉࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ៏ᛶ౽⛎ࡢែᢕᥱࡑࡢࢥ

⩌Ⓨ㢌③ᝈ⪅࢜ࣥࣛࣥデ⒪࠾ࡅࡿᅾᏯ㓟⣲⒪ἲᣦᑟ⟶⌮

ࣥࢺ࣮ࣟࣝࡘ࠸࡚ࡣࠊࡃ㧗㱋⪅་⒪࠾࠸࡚ษ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡶ΅ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃண

⣽⬊デ᩿ᩱࡢぢ┤ࡋ㸦፬ே⛉⣽⬊デࡢ㐺⏝ᣑ㸧

ᐃ࡛ࡍࠋ

㎿㏿⣽⬊デ㸦᳨ᰝ୰ࡢሙྜ㸧ࠊ㐺ᛂᝈࡢᣑ
චᰁⰍࠊ⣽⬊デᶆᮏࡢ㐺⏝ᣑ

᪤㍕ศࡢ㸰௳ࡣࠊ㹄ᢞ⸆ࡢࠕฎ᪉⟢ᩱࠖࠕฎ᪉ᩱ࡛ࠖࠊከᢞ࡛ࡢῶ㢠ࢆ↓ࡃࡍࡃせᮃࡋࡓ

ᾮ≧᳨య⣽⬊デຍ⟬ࡢぢ┤ࡋ

ࡀࠊᫎࡉࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

࠙ಖ㝤ᒁ་⒪ㄢ A ༊ศࠚ

 ෆ⛉⣔デ⒪ᡤጤဨࡣࠊᆅᇦࡢࠕࡾࡘࡅ་ࠖࢆయࡍࡿᏛ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶゝ࠼ࡲࡍࠋ

ฟ⏕ᚋࣁࣜࢫࢡ᪂⏕ඣ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢຍ⟬

2022 ᖺᗘᨵᐃ࡛ࡣࠊᝈ⪅ࡢ⏕άྥࡁྜ࠺యไࡸ་ᖌࡢぬᝅᑐࡋ࡚ࡢⅬᩘࡀቑⅬࡉࢀࡓࡢࡔᛮ࠼
ࡲࡍࠋ࡞ࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗᣲࡆ࡚࠾ࡁࡲࡍࠋ

ᑡᏊᑐ⟇ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࡶዷፎ࣭ฟ⏘࣭Ꮚ⫱࡚࠸࠺୍㐃ࡢὶࢀࢆໟᣓⓗᨭࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࡀࠊᅇࡢᨵᐃ࡛≉➹ࡍࡁࡣࠊዷᣦᑟ⟶⌮ᩱ➼ࡀ᪂タࡉࢀࡓࡇ࡛࠶ࡿࠋዷ⒪ࡣࠊ୍

ᇶᮏデ⒪ᩱ㸸

⯡ዷ⒪ࠊ⏕Ṫ⿵ຓ་⒪⏨ᛶዷ⒪ࡢ 3 ศ㔝࡛ホ౯ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⟶⌮ᩱಶࠎࡢᢏ⾡ホ౯ࡢ 2 㝵ᘓ

ࠕእ᮶ឤᰁᑐ⟇ྥୖຍ⟬㸦ึデᩱࠊデᩱࠊࡲࡓࡣᅾᏯ་⒪࡛ 6 Ⅼຍ⟬㸧ࠖࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁ

࡚ࡢไᗘタィ࡞ࡗࡓࠋዷᣦᑟ⟶⌮ᩱ௨እࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ዷ⒪㛵ࢃࡿ⟶⌮ᩱࡀ᪂タࡉࢀࠊᢠ

ᑐᛂࡋ࡚ࠊⓎ⇕እ᮶ࡢᐇࢆ⮬యࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ⾲ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ⟬ᐃࡘ࡞ࡀࡾࡲࡍࠋᚲ

࣑࣮࣮ࣗࣛ⟶᳨࣍ࣝࣔࣥᰝࡶಖ㝤Ⅼᩘࡀࡘࡁࠊዷ⒪㛵ࢃࡿከࡃࡢ་⸆ရࡀ⸆౯㍕ࡉࢀࡓࠋ

せࡉࢀࡿῧᩥ᭩ࡢᩥࡣࠊ᪥ᮏ་ᖌࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ⾲ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ࡲࡓࠊᆅᇦ㐃ᦠศፔ⟶⌮ຍ⟬ࡀ᪂タࡉࢀࠊデ⒪ᡤ࡛ࡶ࿘⏘ᮇࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐃ᦠ࡛ 4 ࡘࡢᑐ㇟ᝈᑐ
ࡋ࡚ࣁࣜࢫࢡศፔࡢ⟶⌮ຍ⟬ࡀ⟬ᐃྍ⬟࡞ࡗࡓࠋࣁࣜࢫࢡዷ⏘፬㐃ᦠᣦᑟᩱࡶせ௳ࡢぢ┤ࡋࡀ⾜

≉ᥖデ⒪ᩱ㸸

ࢃࢀࠊࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ᳨ᰝ࡛⢭⚄⛉ࡲࡓࡣᚰ⒪ෆ⛉ࡢཷデࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡓዷ⏘፬ࡶᑐ㇟࡞ࡗࡓࠋ

ࠕᑠඣࡾࡘࡅデ⒪ᩱ㸯ࠊ㸰࡛ࠖࡣࠊタᇶ‽࠾ࡅࡿヱᙜ㡯┠ࡀ 3 ࡘࡽ 2 ࡘῶࡐࡽࢀࡓࡇ

㐲㝸་⒪㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࣛࣥデᐹᩱࡀᗫṆ࡞ࡾࠊ௦ࢃࡗ࡚ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢึデᩱࠊ

ࡼࡾࠊ⟬ᐃࡋࡸࡍࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

デᩱእ᮶デᐹᩱࡀ᪂タࡉࢀࠊᜏஂⓗึデࡽࡢ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ⌧⾜ࡢせ௳ࡣᗫ

ࠕእ᮶ᚋⓎ་⸆ရ⏝యไຍ⟬㸯ࠊ㸰ࠊ㸱࡛ࠖࡣࠊᚋⓎ་⸆ရࡢྜࡀࡼࡾ㧗ࡃタᐃࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊ

Ṇ࡞ࡾࠊᚋࡣ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ࡢ㐺ษ࡞ᐇ㛵ࡍࡿᣦ㔪ἢࡗࡓデ⒪ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏ

ኚከࡃࡢᚋⓎ་⸆ရࡢὶ㏻ࡢ≧ἣࡀࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧࡛ࡣࠊኚཝࡋ࠸ࡶࡢᛮ࠼ࡲࡍࠋ

⏘፬ே⛉་ࡸ᪥ᮏ㢌③Ꮫࡀせᮃࡋࡓ࢜ࣥࣛࣥデ⒪㛵㐃ࡢ⟶⌮ᩱ➼ࡣ㌺୪ࡳ᥇ᢥ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐲㝸

ࠕᆅᇦໟᣓデ⒪ຍ⟬㸯ࠊ㸰ࠊ࠾ࡼࡧㄆ▱ᆅᇦໟᣓデ⒪ຍ⟬㸯ࠊ㸰࡛ࠖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⬡㉁␗ᖖࠊ㧗

་⒪㛵㐃ࡢࡇࢀࡽ⟶⌮ᩱࡣࠊ௦ࡢせㄳࡶᙉࡃḟᅇ௨㝆ࡶᙉࡃせᮃࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ⫢せᛮࢃࢀࡿࠋ

⾑ᅽࠊ⢾ᒀཪࡣㄆ▱ࡢ࠺ࡕ㸰௨ୖࡢᝈࢆ᭷ࡍࡿᝈ⪅ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽຍ࠼ࠊ៏ᛶᚰ

᪥ᮏ⏕Ṫ་Ꮫࡀせᮃࡋࡓ⤧ẟᰁⰍయ᳨ᰝࠊࡑࡋ࡚᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊Ꮫࡢᅜ㝿ᶆ‽⌮デ᩿⟶⌮ຍ⟬ࡀ
୍㒊ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ᪥ᮏዪᛶ་ᏛᏛࡀせᮃࡋࡓࠊ୰㧗ᖺዪᛶࡢ QOL ᐦ᥋㛵ࢃࡿ࣍ࣝࣔࣥ

ࠊ៏ᛶ⭈⮚㸦៏ᛶ⥔ᣢ㏱ᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ㸧ࡶᑐ㇟ຍࢃࡾࡲࡋࡓࠋ㧗㱋⪅ࡢ་⒪ࢆᢸ
࠺ࠕࡾࡘࡅ་ࠖࡗ࡚ࡣࠊ⟬ᐃ࡛ࡁࡿᝈ⪅ࡀቑ࠼ࡲࡋࡓࠋ

⿵⒪ἲ㸦HRT㸧⟶⌮ᩱࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢከࡃࡢせᮃࡣࠊୖグࡢ㏻ࡾṧᛕ࡞ࡀࡽㄆࡵࡽࢀ࡞
ࡗࡓࠋ

 ᪥ࠎࡢእ᮶ࡸධ㝔࡛ࡢᚲせࡉࢀࡿᐇᆅࡢ་⒪ࢆࡼࡃྫྷࡋࠊࡇࢀࡽࡢデ⒪ሗ㓘ไᗘᥦࢆ⾜ࡗ

௨ୖࠊᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡣ⏘፬ே⛉་⒪ࢆྲྀࡾᕳࡃཝࡋ࠸≧ἣࢆゎỴࡍࡿࡣ༑ศ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡗ

࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ࡓࡀࠊᨻᗓᑟ࡛⏕Ṫ⿵ຓ་⒪࡞ࡢዷ⒪㛵ࢃࡿ⟶⌮ᩱ➼ࡀಖ㝤㐺ᛂ࡞ࡾࠊ㈈※ࡢ㝈ࡽࢀࡓཝ
ࡋ࠸ᰝᐃ≧ἣ࠾࠸࡚⏘፬ே⛉㡿ᇦࡶ୍ᐃࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢホ౯࡛ࡁࡿࠋ㈈ᨻࡀ᭦ཝࡋࡃ࡞ࡿ
୰࡛ࠊ᭦࡞ࡿデ⒪ሗ㓘ቑⅬࡢᐇ⌧ྥࡅ࡚ࠊᆅ㐨άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿᛮࢃࢀࡿࠋ

19

20

28

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
20. ᅾᏯ་⒪㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ΎỈ୍㑻㸧

3㸧ᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓせᮃ㡯┠

1㸧ᅾᏯ་⒪㛵㐃ࡢᨵᐃ㡯┠

 ௨ୗࠊࡲࡗࡓࡃᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓᏛࡢ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ

ᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ࡣᅾᏯ་⒪࡛ࡣ᪂つ㡯┠ࡣ࡞ࡃࠊᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤ㸦ᅾᨭデ㸧ࡸᅾᏯ⒪㣴ᨭ
㝔㸦ᅾᨭ㸧ࡼࡿᆅᇦ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍࡿࠊᚋ᪉ᗋࡢ☜ಖࠊእ᮶་⒪ᅾᏯ་⒪ࡢ㐃ᦠࢆಁࡍ

࣭ᅾᏯᣢ⥆㝧ᅽ྾⒪ἲᣢ⥆⟶⌮ᩱࠊC ᅾᏯ㓟⣲⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸦᪥ᮏ྾ჾᏛ㸧
࣭ᅾᏯ་⒪ᶵჾᏳ⟶⌮ᣦᑟᩱ㸦᪥ᮏ྾ࢣࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ㸧

ぢ┤ࡋࡀࡉࢀࡓࠋ

࣭ᅾᏯᚰᝈ⪅ᣦᑟ⟶⌮ᩱࠊᅾᏯேᕤ྾ჾࡢຍ‵ჾຍ⟬ࠊⅬ⓶ୗὀᣢ⥆⓶ୗⅬࠊᅾᏯᝈ⪅ゼၥ

 ۑᅾᨭデ࣭ᅾᨭࡢタᇶ‽ࡢぢ┤ࡋ㸸ࡢ་⒪ᶵ㛵ࡸㆤタ➼ࡢ㐃ᦠࡸࠊ24 㛫యไ࡛ࡢᅾᏯ

デ⒪ᩱ࣭ṑ⛉ゼၥデ⒪ᩱࡢேᩘࡼࡿῶ⟬ࡢぢ┤ࡋࠊ┳ྲྀࡾຍ⟬ࡢే⟬ᐃࡢぢ┤ࡋࠊᅾᏯ⾑ᾮ㏱ᯒࡲࡓ

་⒪ࡢᥦ౪✚ᴟⓗ㛵ࢃࡿࡼ࠺ᶵ⬟ᙉᆺಁࡋࡓࠋලయⓗ࡞せ௳ࡣࠊᅾᨭデ௨እࡢデ⒪ᡤࡸ

ࡣᅾ⭡⭷㏱ᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ᝈ⪅ࡢ࢚ࣜࢫ࣏࢚ࣟࢳࣥὀᑕࠊᅾᏯᝈ⪅ゼၥᰤ㣴ᩱ 2 ㄆᐃᰤ㣴ࢣࢫ

ㆤಖ㝤タ➼㐃ᦠࡋࠊᆅᇦࢣ㆟ࠊᅾᏯ་⒪࣭ㆤ㛵ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫᢸᙜ⪅㆟ࡲࡓࡣ㝔ࡶ

ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆྵࡵࡿࠊᅾᏯᝏᛶ⭘⒆➼ᝈ⪅ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡢ㐺ᛂᣑࠊᙉᆺᅾᏯ⒪㣴ᨭデ⒪ᡤࡢࢢ࣮ࣝ

ࡋࡃࡣㆤಖ㝤タ➼࡛ᐇࡉࢀࡿከ⫋✀㐃ᦠಀࡿ㆟ฟᖍࡋ࡚࠸ࡿࡇࠊᅾᏯ⒪㣴⛣⾜ຍ⟬

ࣉෆࡢゼၥデ⒪ࡢᨭホ౯㸦᪥ᮏᅾᏯ་⒪㐃ྜᏛ㸧

ࢆ⟬ᐃࡍࡿデ⒪ᡤࡢ デ࣭㐃⤡యไࡢᵓ⠏༠ຊࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ

࣭ᑠඣ㸦ஙᗂඣ㸧ᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮ᣦᑟ⟶⌮ᩱࠊ⨨ຍ⟬ࠊ྾⟶⌮ຍ⟬ࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮

ࡲࡓࠊ┳ྲྀࡾయไࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ
ࠕே⏕ࡢ᭱⤊ẁ㝵࠾ࡅࡿ་⒪࣭ࢣࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ㛵ࡍࡿ

ࢆ㏣ຍ㸦᪥ᮏᑠඣ྾ჾᏛ㸧

࢞ࢻࣛࣥࠖ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᝈ⪅ࡢ㐺ษ࡞ពᛮỴᐃᨭಀࡿᣦ㔪ࡢసᡂࡶせ௳ຍ࠼ࡓࠋ

࣭ᅾᏯ་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱ㸦᪥ᮏᑠඣ⚄⤒Ꮫ㸧

 ۑᶵ⬟ᙉᆺᅾᨭࡢせ௳ࡢぢ┤ࡋ㸸⥭ᛴ デࡢᐇ⦼௦ࢃࡾࠊᚋ᪉ᗋࡢ☜ಖᖺ 31 ௳௨ୖࡢ⥭
ᛴධ㝔ᝈ⪅ࡢཷࡅධࢀࠊࡲࡓࡣᆅᇦໟᣓࢣᲷධ㝔ᩱ࣭ධ㝔་⒪⟶⌮ᩱ 1 ࡶࡋࡃࡣ 3 ࡢᒆࡅฟࢆ
ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ

4㸧ࡲࡵ
ᅾᏯ་⒪㛵㐃ጤဨ࡛ࡣࠊせᮃෆᐜࡢᑐ㇟⪅ࡀᑠඣࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ᗈ⠊ᅖཬࡧࠊᅾᏯ་⒪ࡢᢏ⾡࡛

 ۑእ᮶ᅾᏯඹྠᣦᑟᩱ㸸㏻㝔ࡽᅾᏯࡢ⛣⾜ࢆ᥎㐍ࡍࡿほⅬࡽࡣࠊእ᮶་⒪ᅾᏯ་⒪ࢆᢸ࠺ࡑ

ࡣ㛵㐃ᶵჾ⟶⌮ࡢホ౯ࡢᨵၿᕼᮃࡀከ࠸ࠋᏛࡢせᮃࡀᫎࡉࢀࡓ㡯┠ࡣࢇ࡞ࡗࡓࡀࠊデ⒪ሗ

ࢀࡒࢀࡢ་ᖌࡀᝈ⪅Ꮿ࡛ᚲせ࡞ᣦᑟࢆඹྠࡋ࡚⾜ࡗࡓሙྜࡢホ౯ࢆ᪂タࡋࡓࠋ⟬ᐃᑐ㇟ࡣࠊእ᮶࡛

㓘ᨵᐃ࡛せᮃࡀ᫂☜ᫎࡉࢀࡓ㡯┠ࡣ C107-3 ᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮ᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸦᪥ᮏ྾ࢣ࣭

⥅⥆ⓗ 4 ᅇ௨ୖデ⒪ࢆཷࡅ࡚࠸࡚ࠊᅾᏯ࡛ࡢ⒪㣴ࢆ⾜࠺ᝈ⪅࡞ࡿࠋ

ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿ࡢ⟬ᐃ࠶ࡓࡾᅾᏯ㓟⣲⒪ἲే⏝ࡉࢀࡿࡇࡀ๓ᥦ᮲௳

ྠ ۑᣦᑟᩱ 1㸦400 Ⅼ㸧㸸ᝈ⪅ࡢᅾᏯ⒪㣴ࢆᢸ࠺་⒪ᶵ㛵ࡢ་ᖌࡀᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓ࡚ᝈ⪅Ꮿࢆゼၥࡋࠊ
እ᮶࡛⥅⥆ⓗデ⒪ࡋ࡚࠸ࡿ་⒪ᶵ㛵ࡢ་ᖌඹྠ࡛ᅾᏯ⒪㣴ࡢㄝ᫂ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊᩥ᭩
ࡼࡾሗᥦ౪ࡋࡓሙྜࠊᝈ⪅ 1 ேࡘࡁ 1 ᅇ㝈ࡾࠊᅾᏯ⒪㣴ࢆᢸ࠺་⒪ᶵ㛵࠾࠸࡚⟬ᐃ࡛ࡁ
ࡿࠋ

࡛࠶ࡾࠊᙜヱᏛࡢせᮃࡋ࡚࠸࡞࠸ᣦᑟ⟶⌮ᩱࡀ㍕࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ㝿ࡢᣦᑟ⟶⌮ᩱࡣ⟬ᐃࡀฟ᮶ࡎ
ࠕᅾᏯ㓟⣲⒪ἲຍ⟬ࡋ࡚ࡢᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮ࡢྠ⟬ᐃࡀᮃࡲࡋࡃࠖᗘせᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋࠊ㧗㱋࣭ከṚ♫ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࠊ㏥㝔๓ᚋࡢデ㐃ᦠࡢ᥎㐍ᏳᐃࡋࡓᅾᏯ་⒪ࢆ⾜࠺
ࡓࡵࡢᢏ⾡ࡢ㐺ษ࡞ホ౯ࢆせᮃࡋࠊᅾᏯ་⒪ࡢཧ⏬་⒪ᶵ㛵ࡢ㐺ษ࡞ホ౯ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ᪂つࡢ་⒪ᢏ⾡

ྠ ۑᣦᑟᩱ 2㸦600 Ⅼ㸧
㸸ࡣୖグࡢሙྜእ᮶ഃࡢ་ᖌࡀᝈ⪅ 1 ேࡘࡁ 1 ᅇ㝈ࡗ࡚⟬ᐃ࡛ࡁࡿࠋ࠸
ࡎࢀࡶሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸࡚ᣦᑟࡋࡓሙྜ࡛ࡶ⟬ᐃྍ⬟࡞ࡗࡓࠋ

ࡢᥦࢆࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡀࠊᥦࡢᵝᘧࠊᥦࡢ࣮ࣝࢺࠊホ౯ࡢ᪉ἲᑐࡋ࡚ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿ⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ

⥆⥅ ۑデ⒪ຍ⟬㸸24 㛫ࡢ デ࠾ࡼࡧ㐃⤡యไࡢᵓ⠏ࢆせ௳ࡋ࡚࠸ࡓࠊᅾᨭデ௨እࡢデ⒪ᡤࡼࡿ
ᅾᏯ་⒪ࡢཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊሗ㓘య⣔ࢆ 2 ẁ㝵ศࡅᅾᏯ⒪㣴⛣⾜ຍ⟬ 1࣭2 ࡋ࡚⤌ࡳኚ

21. ᰤ㣴㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ᓥ⏣ᮁ㸧

࠼ࡓࠋ
ۑ

ᅾᏯ⒪㣴⛣⾜ຍ⟬ 1㸦216 Ⅼ㸧㸸⌧⾜ࡢ⥅⥆デ⒪ຍ⟬ྠᵝ 24 㛫ࡢ デ࠾ࡼࡧ㐃⤡యไࡢᵓ⠏

ᮏጤဨࡣࠊ᪥ᮏࣝࢥ࣮࣭ࣝࢹࢡࢩࣙࣥ་Ꮫࠊ᪥ᮏ྾ჾᏛࠊ᪥ᮏ྾ࢣ࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ

ࢆồࡵࡓࠋᅾᏯ⒪㣴⛣⾜ຍ⟬ 2㸦116 Ⅼ㸧㸸ᆅᇦࡢ་ᖌࡸᕷ⏫ᮧࡀᵓ⠏ࡍࡿᙜ␒་ไ➼ຍࢃࡾࠊ

࣮ࢩࣙࣥᏛࠊ᪥ᮏᅾᏯ་⒪㐃ྜᏛࠊ᪥ᮏᑠඣᰤ㣴ᾘჾ⫢⮚Ꮫࠊ᪥ᮏᦤ㣗ᄟୗࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙ

ᚲせ࡞ᅾᏯ་⒪యไࢆ☜ಖࡋࡓሙྜホ౯ࡍࡿࠋ

ࣥᏛࠊ᪥ᮏ⢾ᒀᏛࠊ᪥ᮏື⬦◳Ꮫࠊ᪥ᮏ⫧‶Ꮫࠊ᪥ᮏែᰤ㣴Ꮫࠊ᪥ᮏ⮫ᗋᰤ㣴Ꮫࠊ

 ۑሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓᅾᏯ་⒪㛵㐃㸸ᅾᏯ་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱࠊධᒃ➼་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱప㢠ࡢ⟶⌮
ᩱࡽ⬺ࡋ࡚ࠊᑐ㠃㸦ゼၥ㸧デ⒪ࡢ 7 ➼ࡢⅬᩘቑⅬࡋ࡚࠸ࡿࠋ
2㸧ᅇᫎࡉࢀࡓせᮃ㡯┠

᪥ᮏ⪁ᖺ་Ꮫࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ࡛ᫎࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠋ
᪥ᮏ྾ࢣ࣭ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ

௨ୗࠊᏛせᮃࡀᫎࡉࢀࡓᢏ⾡ྡ࡛࠶ࡿࠋ

ᮍ㍕

࣭C107-2,C1713,ᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮⨨ຍ⟬㸦᪥ᮏ྾ࢣࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᏛ㸧

C ᅾᏯ་⒪ ᅾᏯࣁࣇ࣮ࣟࢭࣛࣆ࣮⨨ຍ⟬

࣭C003 ᅾᏯࢱ࣮࣑ࢼࣝࢣຍ⟬ࠊ୍㒊ᫎ㸦᪥ᮏᑠඣ⛉Ꮫ㸧

᪥ᮏ⢾ᒀᏛ

࣭C102-2 ᅾᏯ⾑ᾮ㏱ᯒ⟶⌮ຍ⟬ࠊ୍㒊ᫎ㸦᪥ᮏ㏱ᯒ་Ꮫ㸧

ᮍ㍕

࣭C102 ᅾᏯ㏱ᯒᝈ⪅⟶⌮࠾ࡅࡿ㐲㝸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢຍ⟬ࠊ୍㒊ᫎ㸦᪥ᮏ㏱ᯒ་Ꮫ㸧

C ᅾᏯ་⒪ SGLT2 㜼ᐖ⸆⏝୰ࡢ 1 ᆺ⢾ᒀ࠾ࡅࡿ⾑୰ࢣࢺࣥయ⮬ᕫ ᐃຍ⟬

21

22

29

２．令和４年度診療報酬改定総括の件
22. ⌮㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸బࠎᮌẎ㸧

24. ෆど㙾㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ΎỈఙᖾ㸧

⌮㛵㐃ጤဨࡽࡣ᪥ᮏ⌮Ꮫ᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊Ꮫࡽࡢせᮃࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿࠋ

௧ 4 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃ㛵ࡋ࡚ࠊෆど㙾デ⒪㛵ಀࡍࡿ㡯┠ࡋ࡚

᪥ᮏ⌮Ꮫࡽࡣᮍ㍕せᮃࡋ࡚ࠕ➨ 1  㐃ᦠ⌮デ᩿デ⒪ሗᥦ౪ᩱࠖ
ࠕ➨ 2  ⌮ࢹࢪ

᪂タ㡯┠ࡣෆಖ㐃⤒⏤࡛ 2 ௳ࠊእಖ㐃⤒⏤࡛ 8 ௳

ࢱࣝຍ⟬ࠖࡢ 2 㡯┠ࢆ㔜Ⅼⓗせᮃࡋࡓࠊࡲࡓ᪤㍕せᮃࡋ࡚ࡣࠕ➨ 1  ⌮デ᩿ᩱࡢẖᅇ⟬ᐃࠖ

ᨵゞ㡯┠ࡣෆಖ㐃⤒⏤࡛ 2 ௳ࠊእಖ㐃⤒⏤࡛ 2 ௳

ࠕ➨ 2 ࣭➨ 3  ಖ㝤་⒪ᶵ㛵㛫ࡢ㐃ᦠࡼࡿ⌮デ᩿ࡢタᇶ‽㏻▱ࠕ➨ 84 ࡢ 3ࠖࡢタᇶ‽ࡢ

ࡀ⏦ㄳࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

ぢ┤ࡋࠖ
ࠕ➨ 4  ᝏᛶ⭘⒆⌮⤌⧊ᶆᮏຍ⟬ࠖ
ࠕ➨ 5  ࡀࢇࢤࣀ࣒ࣉࣟࣇࣜࣥࢢ᳨ᰝࡢࡓࡵࡢ
⌮⤌⧊ᶆᮏస〇➼ࠖ
ࠕ➨ 6  ࢭࣥࢳࢿࣝࣜࣥࣃ⠇⏕᳨ࠖ
ࠕ➨ 7  ேᕤ▱⬟㸦AI㸧ࢆ⏝࠸ࡓ⌮デ᩿ᨭ

㸺᪂タ㡯┠㸼

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡿ W-ࢳ࢙ࢵࢡᑐࡋ࡚ࠕ⌮デ᩿⟶⌮ຍ⟬㸱ࠖࢆせᮃࠖࡢ 7 㡯┠ࢆせᮃࡋࡓࡀࠊᮍ

ෆಖ㐃⤒⏤

㍕せᮃࠊ᪤㍕せᮃࡶ 1 ḟᑂᰝࡣ㏻㐣ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ࠸ࡎࢀࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ⤌⧊デ᩿

㸯㸧ෆど㙾㟁Ꮚ⏬ീ⟶⌮ຍ⟬

ᩱࡀ 450 Ⅼࡽ 520 ⅬቑⅬࠊ୍᪉࡛⌮ุ᩿ᩱࡀ 150 Ⅼࡽ 130 Ⅼῶ㢠࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒࡣࠊ

㸰㸧ෆど㙾ⓗ⤒ཱྀ࢝ࣉࢭࣝෆど㙾␃⨨⾡

ᮍ㍕➨ 1 せᮃࡢ㐃ᦠ⌮デ᩿࠾࠸࡚ࠊ⮫ᗋഃᥦฟࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌮デ᩿ࡢࡓࡵࡢデ⒪

እಖ㐃⤒⏤

ሗᥦ౪᭩ࠕู⣬ᵝᘧ 44ࠖࢆࠊᝈ⪅ࡢ㈇ᢸቑ࡞ࡃࡋ࡚⌮Ꮫࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺ࡢពᅗࡀ㎸ࡵࡽ

㸱㸧ேᕤ▱⬟ࡼࡿ⭠ෆど㙾デ᩿ᨭ

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

ࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋࠊᏛࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᪤㍕➨ 7 ࡢ AI ࢆ⏝࠸ࡓ⌮デ᩿ᨭ

㸲㸧⭠ᒁᡤษ㝖⾡㸦⭡⭍㙾ୗ࣭ෆど㙾ే⏝㸧

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡘ࠸࡚ࡣࠊ་⒪ᶵჾࣉࣟࢢ࣒ࣛࡋ࡚ࡢ⸆ᢎㄆࡀ㛫ྜࢃࡎࠊḟᅇせᮃࡲ࡛ࡢㄢ㢟

㸳㸧ෆど㙾ⓗங㢌ษ㝖⾡

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

࡞ࡗࡓࠋ

㸴㸧ෆど㙾ⓗ㏫ὶ㜵Ṇ⢓⭷ษ㝖⾡

 ᪥ᮏ⮫ᗋ⣽⬊Ꮫࡽࡣࠊᮍ㍕せᮃࡋ࡚ࠕ➨ 1  ឤᰁᑐ⟇ຍ⟬ࠖࠕ➨㸰 ፬ே⛉Ꮚᐑ㢕㒊⣽

㸵㸧Ẽ⟶ᨭ㙾ୗ⾡๓⫵࣐࣮࢟ࣥࢢ

⬊デ⮬ືุᐃᨭຍ⟬ࠖ
ࠕ➨ 3  ⣽⬊デ⢭ᗘ⟶⌮ᩱࠖ
ࠕ➨ 4 せᮃ ᅜ㝿ᶆ‽⌮デ᩿⟶⌮ຍ⟬ࠖࡢ 4

㸶㸧⫶㟼⬦⒗ෆど㙾ⓗ⤌⧊᥋╔ሰᰦ⾡㸦ࣄࢫࢺࢡࣜࣝ㸧

㡯┠ࠊ᪤㍕せᮃࡋ࡚ࠕ➨ 1  ⣽⬊デ᩿ᩱࡢぢ┤ࡋࠊ፬ே⛉⣽⬊デࡢ㐺⏝ᣑࠖ
ࠕ➨㸰せᮃ ㎿

㸷㸧ࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓ⭠ෆど㙾᳨ᰝ

㏿⣽⬊デ㸦᳨ᰝ୰ࡢሙྜ㸧ࠊ㐺ᛂᝈࡢᣑࠖ
ࠕ➨㸱 චᰁⰍࠊ⣽⬊デᶆᮏࡢ㐺⏝ᣑࠖ
ࠕ➨㸲せ

10㸧ࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓᑠ⭠࣏࣮ࣜࣉษ㝖⾡

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

ᮃ ᾮ≧᳨య⣽⬊デຍ⟬ࡢぢ┤ࡋࠖ
ࠕ➨㸳せᮃ ㎿㏿⣽⬊デ㸦᳨ᰝ୰ࡢሙྜ㸧
ࠊங⭢ࠊ⏥≧⭢ࡢ㐺
⏝ᣑࠖࡢ 5 ࡘࢆせᮃࡋ࡚ᣲࡆࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ᥇⏝ࡣ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

㸺ᨵᐃ㡯┠㸼
ෆಖ㐃⤒⏤
㸯㸧⤒⓶ⓗ⫶ቨ⭡ቨᅛᐃἲ

23. ࣞࣝࢠ࣮㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸⚟Ọ⯆ኍ㸧
௧ 4 ᖺᗘデ⒪ሗ㓘ᨵᐃࡴࡅ࡚ࣞࣝࢠ࣮㛵㐃ጤဨ࡛ㄪᩚࢆ⤒࡚ 4 ᥦ㸦᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫ 1
ᥦࠊ᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮Ꮫ 2 ᥦࠊ᪥ᮏ⪥㰯ဗႃ⛉㢌㢕㒊እ⛉Ꮫ 1 ᥦ㸧ࢆᥦฟࡋࡓࠋ
᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮Ꮫࠕᑠඣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮㈇Ⲵ᳨ᰝ㸦᪤㍕㸧ࠖ࠾ࡼࡧ᪥ᮏ⪥㰯ဗႃ⛉㢌㢕㒊እ⛉

㸰㸧⣽⳦ᇵ㣴ྠᐃ᳨ᰝ㸦ᾘ⟶ࡽࡢ᳨య㸧
እಖ㐃⤒⏤
㸱㸧㣗㐨࢝ࣛࢩᑐࡍࡿ⒪ἲ POEM ࡢቑⅬ
㸲㸧⾑⟶ෆど㙾ࡢቑⅬ

Ѝ ⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ

Ꮫࠕࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖ච⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸦ᮍ㍕㸧ࠖࡢᥦࡣᅇࡢデ⒪ሗ㓘ᨵᐃᫎࡉࢀࡓࡀࠊ
᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫࠕࢫࣃࣟࢢࣛࣇ࣮➼᳨ᰝ Ẽ࢞ࢫศᯒ㸦᪤㍕㸧ࠖࠊ᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮Ꮫ

⪃៖ࡉࢀࡓ㡯┠㸦14 㡯┠୰ 8 㡯┠㸧ࡢヲ⣽

ࠕᑠඣࣞࣝࢠ࣮ᝈ⒪㣴ᣦᑟᩱ㸦ᮍ㍕㸧ࠖࡘ࠸࡚ࡣᫎࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ

㸺᪂タ㡯┠㸼
㸰㸧ෆど㙾ⓗ⤒ཱྀ࢝ࣉࢭࣝෆど㙾␃⨨⾡
࠙ຍ⟬ࠚ 15 ṓᮍ‶ࡢᝈ⪅ෆど㙾ⓗ␃⨨ຍ⟬ 260 Ⅼ

᪥ᮏࣞࣝࢠ࣮Ꮫ
1㸧 ࢫࣃࣟࢢࣛࣇ࣮➼᳨ᰝ Ẽ࢞ࢫศᯒ  ᪤㍕

㸴㸧ෆど㙾ⓗ㏫ὶ㜵Ṇ⢓⭷ษ㝖⾡ 12,000 Ⅼ
࠙᪂タࠚ ෆど㙾ⓗ㏫ὶ㜵Ṇ⢓⭷ษ㝖⾡ 12,000 Ⅼ K653-6

᪥ᮏᑠඣࣞࣝࢠ࣮Ꮫ

㸶㸧⫶㟼⬦⒗ෆど㙾ⓗ⤌⧊᥋╔ὀධ⾡ せᮃ 27,703 Ⅼ

2㸧 ᑠඣࣞࣝࢠ࣮ᝈ⒪㣴ᣦᑟᩱ  ᮍ㍕

࠙᪂タࠚ ෆど㙾ⓗ⫶㟼⬦⒗⤌⧊᥋╔ὀධ⾡ 8,990 Ⅼ K533-3

3㸧 ᑠඣ㣗≀ࣞࣝࢠ࣮㈇Ⲵ᳨ᰝ   ᪤㍕

㸷㸧ࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓ⭠ෆど㙾᳨ᰝ せᮃ 3,500 Ⅼ

᪥ᮏ⪥㰯ဗႃ⛉㢌㢕㒊እ⛉Ꮫ
4㸧 ࣞࣝࢠ࣮ᛶ㰯⅖ච⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ  ᮍ㍕

࠙ຍ⟬ࠚࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ຍ⟬ 450 Ⅼ
10㸧ࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓᑠ⭠࣏࣮ࣜࣉษ㝖⾡ せᮃ 11,800 Ⅼ

௧ 6 ᖺᗘᨵᐃࡴࡅ࡚ᥦࡢㄪᩚࠊ་Ꮫⓗ࡞᭷⏝ᛶࡢ▱ぢࡢ㞟✚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ

23

࠙᪂タࠚ ෆど㙾ⓗᑠ⭠࣏࣮ࣜࣉษ㝖⾡ 11,800 Ⅼ K721-5

24
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㸺ᨵᐃ㡯┠㸼

࠶ࡾ⥆ࡅࡿࡼ࠺ດࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁෆど㙾ヨࡢ⢭⦓࣭ά⏝ࡈ⌮ゎࡈᨭࢆ㈷ࡾࡓࡃ࠾

㸯㸧⤒⓶ⓗ⫶ቨ⭡ቨᅛᐃἲ

㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

࠙Ⅼᩘኚ᭦࡞ࡋࠊ㏻▱㏣グࠚ  Ѝ ᐇ㉁ⓗࡣ⪃៖ࡉࢀࡓࡣゝ࠼࡞࠸
㸰㸧⣽⳦ᇵ㣴ྠᐃ᳨ᰝ㸦ᾘ⟶ࡽࡢ᳨య㸧
࠙Ⅼᩘࡢぢ┤ࡋࠚ 160Ѝ170 ⅬቑⅬ

25㸬㐲㝸་⒪㛵㐃ጤဨ㸦ጤဨ㛗㸸ఀᮾᶞ㸧

㸱㸧POEM ࡢಖ㝤Ⅼᩘࡢᨵᐃ 44,500 Ⅼ

1㸧㐲㝸་⒪㛵㐃ࡢᨵᐃ㡯┠

࠙Ⅼᩘࡢぢ┤ࡋࠚ ෆど㙾ୗ➽ᒙษ㛤⾡ 11,340 ⅬЍ12,470 Ⅼ K530-3

࢜ࣥࣛࣥデ⒪ᩱࡢᗫṆ࠾ࡼࡧึデᩱ࣭デᩱ࣭እ᮶デ⒪ᩱሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢホ౯ࡀ᪂
タࡋ࡚ࠊࡁ࡞ኚ࡞ࡗࡓࠋ௨ୗᨵᐃࡢせ㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ

⪃៖ࡉࢀࡓ㡯┠ࡘ࠸࡚ࠊ≉➹ࡍࡁࡣ 2 㡯┠࡛せᮃ㏻ࡾࡢⅬᩘ࡛᪂タ㡯┠ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇࢁ࡛ࡋࡻ
࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡲࡔࡲࡔ༑ศࡣゝ࠼࡞࠸Ⅼᩘࡢ㡯┠ࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊᚋࡶෆど㙾ヨࡢ⢭⦓ࢆ㐍ࡵࠊ

ձ

ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓึデಀࡿホ౯ࡢ᪂タ

デ⒪ሗ㓘ᨵᐃᙳ㡪ຊࢆᣢࡕ⥆ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ດࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࠋ

ղ

ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓデಀࡿホ౯ࡢ᪂タཬࡧ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ᩱࡢᗫṆ

ճ

ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ་Ꮫ⟶⌮➼ಀࡿホ౯ࡢぢ┤ࡋ

⪃៖ࡉࢀ࡞ࡗࡓ㡯┠㛵ࡋ࡚ࡣࠊேᕤ▱⬟㛵ࡋ࡚ࡣᡭࡈࡓ࠼ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ᥇ᢥࡉࢀ࡞ࡗࡓࡇ

մ

ᅾᏯ་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱ࠾ࡅࡿ࢜ࣥࣛࣥᅾᏯ⟶⌮ಀࡿホ౯ࡢぢ┤ࡋ

ࡣṧᛕ࡛ࡍࠋᚋࠊྛ✀࢞ࢻࣛࣥෆ࡛ࡢグ㍕ࡸ᪂ࡓ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ♧ࡍࡇ࡛᥇ᢥࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆୖ

յ

タධᒃ➼་Ꮫ⥲ྜ⟶⌮ᩱ࠾ࡅࡿ࢜ࣥࣛࣥᅾᏯ⟶⌮ಀࡿホ౯ࡢ᪂タ

ࡆ࡚࠸ࡅࢀࡤ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

ն

ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ᭹⸆ᣦᑟࡢホ౯ࡢぢ┤ࡋ

շ

ᅾᏯ⭡⭷℺ὶಀࡿ㐲㝸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢホ౯ࡢ᪂タ

᭱ᚋෆಖ㐃እಖ㐃せᮃ㡯┠እ࡛ࡢෆど㙾㛵㐃ᡭᢏࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ո

㑇ఏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢぢ┤ࡋ

ࡲࡎࠊࢫࣃࣛࣝෆど㙾ࡀ᪂つ㡯┠ࡋ࡚ᥖ㍕ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

չ

▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ࡚ࢇࢇᝈ⪅ࡢデ⒪ಀࡿ㐲㝸㐃ᦠデ⒪ᩱࡢぢ┤ࡋ

D310 ᑠ⭠ෆど㙾᳨ᰝ
2㸧ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢホ౯ࡢ᪂タࡘ࠸࡚

㸰 ࢫࣃࣛࣝෆど㙾ࡼࡿࡶࡢ 6,800 Ⅼ

௧ 2 ᖺ 4 ᭶ 10 ᪥ཌ⏕ປാ┬ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡓົ㐃⤡ࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᣑ㝿ࡋ

K722 ᑠ⭠⤖⭠ෆど㙾ⓗṆ⾑⾡
K735-2 ᑠ⭠࣭⤖⭠⊃✽㒊ᣑᙇ⾡㸦ෆど㙾ࡼࡿࡶࡢ㸧

࡚ࡢ㟁ヰࡸሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓデ⒪➼ࡢ㝈ⓗ࣭≉ᐃⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࠖ࠾ࡼࡧࠕ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘

  ࢫࣃࣛࣝෆど㙾ຍ⟬ 3,500 Ⅼ

ࣝࢫឤᰁಀࡿデ⒪ሗ㓘ୖࡢ⮫ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚㸦ࡑࡢ 10㸧ࠖࡼࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ᑐࡍࡿ

ࡲࡓࠊ᪂つせᮃࡋ࡚ࠕࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓ⭠ෆど㙾᳨ᰝࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࡀࠊྠ

ホ౯ࡀࡁࡃኚࡋ࡚ࠊᐇタᩘࡸᐇ௳ᩘࡀᖜቑຍࡋࡓࠋࡇࢀࢆ㝈ⓗ࡞ᢅ࠸␃ࡵࡎࠊᜏᖖ

K721 

ⓗ࡞ไᗘࡍࡿࡇࡢᮇᚅࡀࡁࡗࡓࠋࡇࡢົ㐃⤡ࢆཷࡅ࡚࢜ࣥࣛࣥデ⒪ࡢᐇ≧ἣࢆࣔࢽࢱ

ෆど㙾ⓗ⭠࣏࣮ࣜࣉ࣭⢓⭷ษ㝖⾡

K721-3 ෆど㙾ⓗ⤖⭠␗≀ฟ⾡

ࣜࣥࢢࡋࡓཌ⏕ປാ┬ࠕ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ࡢ㐺ษ࡞ᐇ㛵ࡍࡿᣦ㔪ࡢぢ┤ࡋ㛵ࡍࡿ᳨ウ࡛ࠖࡣࠊ௧

K721-4 ᪩ᮇᝏᛶ⭘⒆⭠⢓⭷ୗᒙ㞳⾡

 4 ᖺ 1 ᭶ྠᣦ㔪ࢆ୍㒊ᨵᐃࡋ࡚ࠊึデࡽࡢ࢜ࣥࣛࣥデ⒪㛵ࡍࡿグ㍕ࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋࡑࢀᑐᛂ

  ࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ຍ⟬ 450 Ⅼ

ࡋࡓ᪂タ⪃࠼ࡽࢀࠊᑐ㇟ࡢไ㝈ࡀᖜ⦆ࢇࡔࠋ࡞࠾ࠊḟᨵᐃ㸦๓㡯㸧ࡢ࠺ࡕࠊձ㹼նࡀୖグ

ࠊ⏦ㄳእ㡯┠ࡶຍ⟬ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㛵㐃㡯࡛࠶ࡾࠊᏛ➼ࡽࡢせᮃ᭩౫ࡽ࡞࠸ኚࡀ୕ศࡢࡢ௳ᩘୖࡗࡓࠋ

୍᪉ࠊෆど㙾ヨ࡛ࡢヨⅬᩘಸ௨ୖࡢ㛤ࡁࡢ࠶ࡗࡓ K721 ࡘ࠸࡚ࡣ

 ࢜ࣥࣛࣥデ⒪ᩱ࡛ࡣᑐ㇟ࡢไ㝈ࡀཝࡋࡃࠊᑐ㇟ຍ࠼ࡿࡓࡵྛᏛࡢせᮃసᡂᵝࠎ࡞‽ഛ

K721 ෆど㙾ⓗ⭠࣏࣮ࣜࣉ࣭⢓⭷ษ㝖⾡

ࢆせࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡋࡓࡇࡣḼ㏄࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ࢜ࣥࣛࣥデ⒪㛤ጞࡲ࡛୕ࣨ᭶ࢆ⨨ࡃ࡞

 㸯 㛗ᚄ㸰ࢭࣥࢳ࣓࣮ࢺࣝᮍ‶

ࡢไ⣙ࡶ↓࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓ࠸ࢇࡁ࡞ኚ࡛ࠊ⣽┠ࡲ࡛᫂࡞ࡿࡣ㛫ࢆせࡍࡿࠋࡲࡓ⟬ᐃ≧

12,739 ⅬЍ12,560 Ⅼ

ἣࡢኚࠊ㐲㝸་⒪క࠺ຠᯝࡸ㈇ᢸࡢホ౯࡞ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

 㸰 㛗ᚄ㸰ࢭࣥࢳ࣓࣮ࢺࣝ௨ୖ
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3㸧ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ་Ꮫ⟶⌮ࡢሙྜࡢホ౯ࡢ᪂タࡘ࠸࡚

๓ᅇᨵᐃࡢࣂ࣮ࣝࣥෆど㙾ྠᵝࠊ୍᪉ࡀቑⅬࠊ୍᪉ࡀῶⅬ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ὀ┠ࡍࡁ㡯┠ࡋ࡚ࠊ
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ࡢᣦᑟ⟶⌮ᩱ㏆࠸Ⅼᩘࢆ࢜ࣥࣛࣥデ⒪࡛⟬ᐃ࡛ࡁࡿᑐ㇟ࡀቑ࠼ࡓࠋᑐ㠃デ⒪࡛ࡢⅬᩘࡢ 7 㹼9 

ᮏ㡿ᇦࡣᶵჾࡸᢏ⾡㐍Ṍࡶ┠ぬࡲࡋࡃࠊᖖᐇែ༶ࡋࡓヨ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ⢭⦓

࡞ࡾࠊ࢜ࣥࣛࣥデ⒪㝈ᐃࡋࡓప㢠ࡢ⟶⌮ᩱࡽ⬺ࡋࡓࡇࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛࢜ࣥࣛࣥ

ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋⓎᒎࡍࡿෆど㙾㛵㐃ᡭᢏࡢᐇែぢྜࡗࡓヨࡋ࡚ࠊᚋࡶデ⒪ሗ㓘ᨵᐃせᮃ

デ⒪ᩱࡢᑐ㇟ࡔࡗࡓᆅᇦໟᣓデ⒪ᩱࠊㄆ▱ᆅᇦໟᣓデ⒪ᩱࠊ⏕ά⩦័⟶⌮ᩱࡀࠕ᳨ᰝᩱ➼ࡢໟᣓࠖ

ྜࢃࡏ࡚ 2 ᖺࡈᨵゞࡍࡿࡇࢆ୰ᚰάືࡋࠊデ⒪ሗ㓘ᨵᐃᑐࡋ࡚ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿෆど㙾ヨ࡛

࡞ࡢ⌮⏤࡛ሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓ་Ꮫ⟶⌮ࡢᑐ㇟ࡽእࡉࢀࡓࠋሗ㏻ಙᶵჾࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢホ౯ࡢ
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⟶⌮ᩱࠊᅾᏯ⮬ᕫὀᑕᣦᑟ⟶⌮ᩱ
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⾡ࡀ୍㒊ホ౯ࡉࢀࠊᑐ㇟ࡀ㏆࠸ሗ㓘࡛㐲㝸་⒪ࡀ⟬ᐃᑐ㇟ຍࢃࡗࡓࡶࡢࡀᑡᩘ࠶ࡗࡓࡀࠊ⯡ࡣ͆
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࡛࠶ࡿࠋ
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4㸧ᫎࡉࢀࡓせᮃ
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ղ ▱ⓗ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ࡚ࢇࢇᝈ⪅ࡢデ⒪ಀࡿ㐲㝸㐃ᦠデ⒪ᩱࡢぢ┤ࡋ㸦᪥ᮏ࡚ࢇࢇᏛ㸧
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ձ ᅾᏯᣢ⥆㝧ᅽ྾⒪ἲᣦᑟ⟶⌮ᩱ㸰ࡢ⟬ᐃせ௳࢘ࡢಟṇ CPAP 㐲㝸ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ(᪥ᮏ྾ჾᏛ)
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մ

ࢹࢪࢱࣝ⬻Ἴุㄞࡢ㐲㝸デ᩿(᪥ᮏ⚄⤒Ꮫ)
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շ
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չ
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պ
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ջ ⢾ᒀ㔜ண㜵ࢹ࣮ࢱゎᯒᣦᑟ⟶⌮㸦㐲㝸ྵࡴ㸧ᩱ(᪥ᮏ⢾ᒀᏛ)
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３．令和４年度改定不合理・矛盾点申請書の件
〇 目的
内保連加盟学会（138学会）を対象に、令和4年度診療報酬改定結果において、「要望が反映された」もしくは
「一部要望が反映された」提案書の中で、明らかに矛盾点や不合理があると考えられるものを提出いただいた。
提出いただいた申請書は、理事会にて精査したものを内保連緊急提案として厚生労働省に提出し、遅くとも次
回の改定で対応していただくように考えている。
〇 提出条件
・ 単に「要望が採用されなかった」や、「診療報酬が低い」等は対象外とする。
・ 今回改定で「要望が反映された」もしくは「一部要望が反映された」提案書のみとする。
・ なお、矛盾点は点数の設定が難易度と逆転しているもの、不合理はそれ以外のものとする。
〇 提出一覧
１）
２）
３）
４）
５）

急性期充実体制加算 （A2381０２ 日本集中治療医学会）
在宅ハイフローセラピー指導管理料 （231101 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会）
遺伝学的検査 （278202 日本人類遺伝学会）
絨毛染色体検査 （２８３１０１ 日本生殖医学会）
超音波減衰法検査 （２1８１０1 日本肝臓学会）

（参考資料3-1）不合理・矛盾点申請書
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３．令和４年度改定不合理・矛盾点申請書の件

１） A238102 急性期充実体制加算 （日本集中治療医学会）
改定結果

不合理

医科点数表区分
番号

A基本診療料 ２００－２

申請理由

本加算は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大において果たした医療機関の役割等も踏まえ、手術や救急医
療等の高度かつ専門的な医療及び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確保している場合の評価を新
設するもので、算定可能な施設基準に手術数や救急診療体制等に加え、院内迅速対応チームの整備が求めら
れている。本加算は当学会の要望するRRSが評価されたものと認識しているが、算定可能な施設は急性期一般
入院料１を算定する医療機関に限定されており、高度な急性期医療を提供している特定機能病院は算定するこ
とができない。

次回に期待する
こと

急性期充実体制加算について施設基準を満たせば、特定機能病院でも算定可能とする。

運営委員会
コメント

•
•

高度な急性期医療を提供している特定機能病院は算定することができないのは不条理である。
同一の機能を果たしている医療機関では算定可能とするべきである。
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２） 231101 在宅ハイフローセラピー指導管理料 （日本呼吸ケア・リハビリテーション学会）
改定結果

不合理

医科点数表区分
番号

C在宅医療 107-3

申請理由

本装置は在宅酸素療法と併用されることが前提であり、当学会の要望していない指導管理料が収載となり、実
際の使用に際し指導管理料は意味のないものとなっている。

次回に期待する
こと

本法においては、特例として在宅酸素療法と在宅ハイフローセラピー双方の指導管理料を同時に算定できるも
のとする。

運営委員会
コメント

•
•

在宅酸素療法と併用されることが前提なら、妥当な主張である。
管理料よりは加算としての位置づけが良いと思われます。
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３） 278202 遺伝学的検査 （日本人類遺伝学会）
改定結果

矛盾点

医科点数表区分
番号

D検査 006-4

申請理由

遺伝学的検査適用の要件を満たしながら、今回改定で保険収載適用とならなかった難病等が相当数残されま
した。これらにおいては、指定難病として確立されながら、遺伝学的検査による診断確定を得られないまま指定難
病認定がなされる可能性が潜在するという矛盾が生じます。また、遺伝学的検査による診断確定を得られないま
ま治療ないしは治験等が進められるという矛盾が残されました。
なお、保医発0304第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935689.pdf に掲げら
れた次の疾患名の訂正をお願いします。
（オ）「縁取り空砲を伴う遠位型ミオパチー」（誤）⇒「縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー」（正）

次回に期待する
こと

今回の改定でもかなりの数の疾患が新たに遺伝学的検査の対象にされたことは関係部署が詳細に検討してく
ださった結果によるので深く感謝します。しかし、上記のように収載されなかった疾患と収載された疾患との違い
が合理的に説明できない点があるので、あえて不合理点として挙げさせていただきました。2024年度改定に向
けて、こうした矛盾点が解消されることを期待します。

運営委員会
コメント

•

遺伝学的検査による診断確定を得られないまま治療ないしは治験等が進められることは問題である。
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４） ２８３１０１ 絨毛染色体検査 （日本生殖医学会）
改定結果

矛盾点

医科点数表区分
番号

D検査 006-5

申請理由

絨毛染色体検査を保険適用にしてくださったことを心から感謝いたします。
末梢血による染色体G分染法の保険点数が、現在、2,950点です(分染法加算含)。絨毛染色体検査は、胎児由
来の絨毛組織を母胎由来の脱落膜細胞と分けて、培養し、何度も培養液を交換して、絨毛組織が増えていること
を確認しながら、G分染法を行います。従って、末梢血の染色体検査よりも煩雑で時間もかかる絨毛染色体検査
が加算を含めても2,950点と同点数となり、委託会社がこの費用で実施してくれないことが危惧されます。

次回に期待する
こと

申請時に提示した4,500点は、そのような技術的な煩雑さを考慮した最低限の点数だったので、もう少し引き上
げていただけると現実的です。

運営委員会
コメント

•

実績報告書をしていただき、次回に提案。
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３．令和４年度改定不合理・矛盾点申請書の件

５） 218101 超音波減衰法検査 （日本肝臓学会）
改定結果

不合理

医科点数表区分
番号

D検査 215-4

申請理由

D215-4超音波減衰法検査について、実施の留意事項が「使用目的、効能又は効果として」と記載されており、
フィブロスキャンのみしか保険請求が出来ません。申請書の薬事情報エクセルシート2に、各社で薬事承認上の
「使用目的、効能又は効果」の項に超音波の減衰に関する記載事項を記載し提出しております。現行の文章によ
りますと、留意事項で指定されている使用目的又は効果の「超音波の減衰量を非侵襲的に計測し、肝臓の脂肪
量を評価する」の文章は、装置の薬機認証の基準外になるため、国内の汎用超音波診断装置はすべて保険請
求ができません。使用目的又は効果として超音波を用いて体内の形状、性状または動態を可視化し画像情報の
診断するための装置中、超音波の減衰量を非侵襲的に計測できるものとして薬事承認又は認証を得ております
ので、留意事項の記載の修正をご検討お願い致します。
記載文章の修正依頼 D215-4 超音波減衰法検査 200点

次回に期待する
こと

運営委員会
コメント

超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、超音波の減衰量を非侵襲
的に計測し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使
用し、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は 肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場
合に、３月に１回に限り算定する。
↓
超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、超音波の減衰量を非侵襲的に計測できるものとして薬
事承認又は認証を得ているものを使用し、得た情報により、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は肝硬変
の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合に、３月に１回に限り算定する。
•
•

国内の汎用超音波診断装置はすべて保険請求ができないのであれば、妥当な主張である。
学会が申請していることに同意します。肝臓学会、消化器病学会、超音波学会が合同して、厚労省医療課と
日本医師会疑義解釈委員会に要望書を提出するのが良い方法かと思います。
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４．「説明と同意」委員会の件
〇 書籍情報
書籍名
発行日
編 集
発行者
頁 数
定 価

：
：
：
：
：
：

標準的医療説明 インフォームド・コンセントの最前線
2021年8月15日発行
一般社団法人 内科系学会社会保険連合
株式会社 医学書院
368頁
（参考資料４－１）執筆者一覧：目次
5,940円（税込）

○ 関連情報
本書を医学書院の総合診療データベース「今日の診療」に収載
（今日の診療 ： https://www.igaku-shoin.co.jp/b2b/todaysdt）

医学書院刊行の「医学界新聞」に記事を寄稿

（参考資料４－2）医学界新聞記事
（https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2021/3443_03）
医学書院販売ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/108894

○ 「説明と同意」委員会 委員一覧（敬称略）
委員長 ： 蝶名林直彦
副委員長： 横谷
進（小児科関連）
副委員長： 荻野美恵子（神経関連)
委 員 ： 安藤 正志（悪性腫瘍関連）
委 員 ： 小松 則夫（血液関連）
委 員 ： 岸
一馬（呼吸器関連）
委 員 ： 浦岡 俊夫（消化器関連）
委 員 ： 寺井 和生（循環器関連）
委 員 ： 酒井
謙（腎臓関連）

委
委
委
委
委
委
委
委

員
員
員
員
員
員
員
員

：
：
：
：
：
：
：
：

西
待鳥
福田
髙崎
田中
齋藤
河合
福永

洋孝（女性診療科関連）
詔洋（放射線関連）
正人（精神神経関連）
芳成（膠原病・リウマチ性疾患関連）
正巳（内分泌代謝疾患関連）
義弘（感染症関連）
啓介（心身医学関連）
興壱（アレルギー関連）
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５．三保連合同シンポジウムの件
〇 開催概要
開催名 ： 第21回三保連合同シンポジウム これからの医療～AI、ロボット、遠隔医療～
日 時 ： 2021年12月8日（水） 18:00～20:30
場 所 ： 聖路加国際大学 アリス・C・セントジョン メモリアルホール
講 演 ： １．AIによる医療の変革－AI内視鏡の導入に向けて－ 平澤 俊明 （がん研究会有明病院）
２．診療におけるAIの活用－病理診断－ 佐々木 毅 （東京大学大学院医学系研究科）
３．在宅療養者にやさしい便秘アセスメントーAI技術を取り入れる
玉井 奈緒 （東京大学大学院医学系研究科）
４．保険診療におけるロボット手術 瀬戸 泰之 （東京大学大学院医学系研究科）
５．内保連・外保連合同AI診療検討委員会報告－AI診療の保険収載にむけて
井田 正博 （独立行政法人国立病院機構水戸医療センター）
詳 細 ： https://www.naihoren.jp/modules/activity/index.php?content_id=29
会場来場者（最大14名）

Web視聴者数（最大視聴者数241名）
内保連

71

外保連

3名

27

看保連

メディア

58

企業

企業

20

メディア

5

不明

関係者

40
0

20

3名

40

60

80

8名
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６．医療技術負荷度調査委員会の件
〇 これまでにご意見を伺った団体一覧
2021.3.19
２０２１.３.２３
2021.3.24
2021.3.25
2021.3.26
2021.4.20
2021.4.23
2021.8.2
2021.12.14
2021.12.21
2022.1.21

： 全日本病院協会医療保険・診療報酬委員会（Web会議）
： 日本内科学会理事会（内保連提案のプレゼン）
： 全日本病院協会
： 日本医師会
※ここでD項目案を9項目から6項目に変更
： 厚労省（Web会議）
： 日本病院薬剤師会
： 厚生労働省ヒアリング（保険局）
： 厚生労働省ヒアリング（診療報酬改定ヒアリング）
： 衆議院議員（直接説明＋資料送付 等）
： 厚労省保険局医療課打合せ（Web会議）
： 中央社会保険医療協議会 総会（公聴会）

○ 中医協での重症度医療看護必要度に関する議論と資料

（参考資料6－1）中央社会保険医療協議会委員名簿_R3.11.5）

第506回 2021.12.17開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000868246.pdf （スライド39）
第508回 2021.12.24開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000872468.pdf （スライド5,69,89）
第509回 2022.1.12開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000878880.pdf （スライド13,19～,90,91）
第510回 2022.1.14開催
資料：https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000880701.pdf （スライド45,46 ※509回再掲）
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７．中央社会保険医療協議会 総会（公聴会）の件
〇 開催概要
開催日時 ： 令和4年1月21日（金）10時00分～12時00分
開催場所 ： オンライン開催
出席者 ： 中医協委員（総会委員）、保険局長、大臣官房審議官
公募による意見発表希望者の中から公益委員が選定した意見発表者12名
資
料 ： https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00135.html
○ 意見発表の内容（小林弘祐：内科系学会社会保険連合理事長）
現行の「重症度，医療・看護必要度」は内科系医師の負荷度が十分に評価されていないなどの点を指摘し、
ビッグデータを基にD項目と素点合計によるカットオフ値とを提案すると共に、コロナ禍で最前線に立って闘って
いるのは内科系医師であるとし、この内科系医師のワークロードを評価する診療報酬の仕組みを要望した。
○ 参考資料
1. （参考資料7－1） 中医協公聴会 意見陳述
2. （参考資料7－2） 中医協公聴会 意見発表者名簿
3. （参考資料7－3） 厚労省公聴会の概要 （議事録）
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８．令和６年度診療報酬改定スケジュールの件
〇 暫定スケジュール

日程

項目

令和4年10月初旬

第一次提案書作成依頼

令和4年12月中旬

第一次提案書提出期限
※提出する項目のみ、学会内で暫定優先順位を決定する。

令和5年2月中旬

診療領域別委員会検討締切
・重複提案の調整
・共同提案の調整

令和5年3月初旬

最終提案書決定および通知*

令和5年4月初旬

最終提案書提出締切

令和5年4月初旬～末

内保連ヒアリング

令和5年5月

最終提案書厚労省提出

令和5年7月

厚労省ヒアリング

・ 基本的には前回改定スケジュールを踏襲しております。
・ 赤線以下のスケジュールは厚労省の指示により変更する可能性があります。
・ 令和6年度改定は「診療報酬・介護報酬・障害福祉制度」の同時改定となり、例年の予定と異なる可能性があります。
※ スケジュールの変更につきましては、随時メーリングリストやホームページにて周知いたします。
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９．その他
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