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2022 年度診療報酬はマイナス改定2022 年度診療報酬はマイナス改定

新型コロナの影響で休診
した場合はご連絡ください

　2022 年あけましておめでとうござ
います。皆様におかれましては健やか
な新年をお迎えになられていることと
お慶び申し上げます。
　令和３年も新型コロナウイルス感染
症に翻弄された１年でした。収束の期
待とは裏腹に新変異株「オミクロン株」
の出現で新たな不安要素も見られ、行
動が制限されるなか令和４年を迎える
こととなりました。
　昨年は 3 回の緊急事態宣言自粛等に
伴う受診抑制が続き、11 月に公表さ
れた医療経済実態調査からも、2 年前
の前回調査と比べて医科診療所、歯科
診療所、一般病院ともに損益率は悪化、
前年度より損益率が下がった医科診療
所、一般病院は 7 割を超え、歯科診療
所でも 6 割近くに上っています。
　「自粛」という「自己責任」で国民
に感染予防を強いる政策で多くの飲食
店等、社会的弱者や医療機関に犠牲が
強いられた一年でもあり、医療機関の
経営は厳しさを増しています。
　国民の生命・財産を護りつつ感染拡
大を防ぐためには「所得補償」を確実
に実施した上での行動制限が必要であ

るにも関わらず、安倍、菅政権を継承
する岸田首相も「人の意見を聞く」こ
とを自負しながら「国民に真っ当な説
明をしない」という特徴が見受けられ
ます。特に第
6 波とされる
オミクロン株
対応でも「自
粛 要 請 」、 ブ
レークスルー
感染での「３回目ワクチン接種」「Ｐ
ＣＲ検査」等に関し、国民にも医療機
関にも丁寧な説明が行われることな
く、場当たり的な政策を発表し続け現
場の混乱と感染を拡大させています。
　首相や財務省は財政規律の堅持を理
由に医療社会保障費抑制の姿勢を崩し
ていません。昨年は、75 歳以上の窓
口負担２割化は、今年 10 月から実施
すると表明しています。長期間デフレ
が続く今こそ患者負担を減らし、景気
を押し上げて国民の可処分所得を増や
すことが、経済を活性化させる一助と
なります。
　コロナ禍における教訓は、医療・介
護・福祉をはじめとした社会保障拡充

定期総会のお知らせ

の重要性が示唆され、我が国の医療提
供体制の脆弱さが「医療の逼迫」とし
てさらけ出されました。　　　
　感染症対策を中心に担う公立・公的

病院の役割の重
要性、および感
染症病床や集中
治 療 室 や 医 師・
看護師・介護職
員の物的、人的

不足などです。これらの諸問題の背景
として、医療・介護・福祉などの社会
保障費ならびに公衆衛生施策の削減・
抑制策があり、県内も例外ではありま
せん。
　県民のいのちと健康、暮らしを守り、
新たなウイルス感染症などの事態に備
えることが喫緊の課題となっており、
社会保障にかかわる財源の確保が重要
です。
　長野県保険医協会は県内の医療供給
体制、公衆衛生行政の体制を確保する

とともに、国に対し国庫負担の増額を
求めるよう要請しています。
　同時に患者負担増・景気の後退によ
る来院患者数・収入の減少により、医
院の経済は益々逼迫する中、４月の診
療報酬改定にあたっては日々の診療が
反映される診療報酬の総枠拡大を求め
るとともに患者さんの負担軽減を訴え
ています。
　コロナ禍は私たちの社会や経済に大
きなダメージを与えている一方で、さ
まざまな変化をもたらし、その中で新
しい文化も生まれつつあります。
　医療情勢がどのような局面を迎える
か想像もつきませんが、様々な困難な
問題を解決するため、会員の先生方の
お知恵をいただき、新しい時代に立ち
向かっていきたいと思います。
　最後になりましたが、会員の皆様と
ご家族の皆様の新たな希望の年となる
ことを祈念し、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

年頭のご挨拶
長野県保険医協会会長

宮沢　裕夫

表．診療報酬に係る主な改定内容
薬価等改定 ▲ 1,600 億円
リフィル処方箋の導入 ▲ 100 億円
看護職員の処遇改善 ＋ 100 億円
不妊治療の保険適用 ＋ 100 億円
小児のコロナ特例の廃止（医科分） ▲ 50 億円

2022 年度診療報酬改定率　▲ 0.94％

（本体＋ 0.43％、薬価等▲ 1.37％）

各科改定率
医科＋ 0.26％
歯科＋ 0.29％
調剤＋ 0.08％

　12 月 24 日、2022 年度当初予算が
閣議決定された。2022 年度診療報酬
改定率は 0.94％（本体プラス 0.43％、
薬価等▲ 1.37％）で、実質的に５連
続目のマイナス改定となった。
　社会保障関係費全体では前年度当初
予算対比 4400 億円増の 36.3 兆円を
見込む。看護職員等の処遇改善等や不
妊治療の保険適用で増額しつつも、後
期高齢者の窓口負担２割化や診療報
酬マイナス改定により、実質的な伸
びは高齢化による自然増 6600 億円を
2200 億円分圧縮するかたちで着地し
た。
　診療報酬に係る主な改
定内容は右表のとおり。
本 体 部 分 は 0.43 ％（ 約
300 億円）のプラスだが、
そ の 内、 約 100 億 円 ず
つが看護職員への処遇改

善と不妊治療の保険適用に使途を限定
された。本来であればこれらは国費で
対応すべき費用であり、特に不妊治療
に関しては公費を診療報酬財源にスラ
イドさせただけの財政緊縮である。
　一方で、リフィル処方箋の導入や小
児のコロナ特例の廃止により 150 億
円程度の余剰となり、最終的に 250
億円が使途制限のない真水分として
2022 年度改定で配分される。
　各科改定率は例年通り「1 対 1.1 対
0.3」が適用され、医科＋ 0.26％、歯
科＋ 0.29％、調剤＋ 0.08％とされた。

　
長野県保険医協会の第 43 回定期総会は 3 月 27 日（日）に開催予定。記念講演、

総会議事を Web 参加、集合形式（松本市アルピコプラザホテル）で行います。議案書、
委任状は 2 月下旬までに各会員へ送付します。出席が難しい先生につきましては
委任状の提出をお願いします。多くの先生方の参加をお待ちしています。

日　時：３月 27 日（日）
　記念講演 13：00 ～ 15：00（Web 参加・視聴可能）
 　  講師：島倉 原（しまくら はじめ）氏による MMT 理論にまつわる講演
　総会議事 15：15 ～ 17：00（Web 参加・視聴可能）
　懇親会　 17：15 ～　※感染拡大状況により中止する場合がございます。
会　場：Webex 会議システム、Vimeo ライブ配信、松本アルピコプラザホテル
参加費：いずれも無料

　 長野県保険医協会では、災害等見舞金規
定により会員医療機関が新型コロナなど
指定感染症の影響で休診した場合にお見

舞金を支給しています。会員本人が感染したかどうかに関わらず、新型コロナ等
の影響により休診した場合に、１回に限り１万円を支給します。2021 年３月 17
日以降の休診が対象です。該当する場合は事務局（Tel. 026-226-0086）までご
連絡ください。

　篠原孝議員（立憲）との懇談を１月
9 日に行った。保険医協会からは宮沢
会長をはじめ理事４名が協会事務所お
よび Web にて参加した。
　篠原議員は、後期高齢者の２割負担
化について「負担が増えることで命を
落とす人がいる。年齢で差を付けるの
ではなく、応能負担を当然とすべき

だ」、地域医療構想については「2017
年の１か月分の収支データだけで再編
統合対象としてリスト化するのは問
題。このような高圧的な規制を国が乗
り出してするべきではない」と述べた。

篠原議員と医療問題について懇談篠原議員と医療問題について懇談

篠原議員（中央）との懇談


