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2022年度診療報酬改定は、改定率プラス0.43％と

なった。その内訳を見ると、看護職員の処遇改善にプ

ラス0.20％、不妊治療の保険適用でプラス0.20％も含

まれる。財源には消費税増収分を活用する。マイナス分

はリフィル処方箋の導入でマイナス0.10％、小児の

感染防止対策加算措置の期限到来でマイナス0.10％

となっている。また「新型コロナ感染拡大により明らか

になった課題等に対応するため、診療報酬等に関し、

良質な医療を効率的に提供する観点から、以下の改革

を着実に進める」という大臣合意事項も明記された。

近年の診療報酬改定は、「骨太の方針」で示された指針

を色濃く反映する内容になっているが、今回もその流

れが踏襲されている。

特に、入院医療高度急性期医療に対する評価の充実、

地域包括ケア病棟が果たす機能の厳格化、回復期リハ

ビリテーション病棟の機能強化と、施設基準や算定要

件に細かく手を入れ、入院医療の評価見直しを進める

形となった。

また外来医療の強化・機能分化に向けた評価見直し

として、紹介状なしでの受診に対する定額負担見直し

が行われ、「紹介受診重点医療機関」のうち一般病床

200症以上の病院が追加された。

リフィル処方箋導入では「総使用回数の上限は３回

まで」とし、１回当たりの投与期間と総投与期間は医師

が判断することになっている。

オンライン診療についても後押しする評価となって

いる。従来の「オンライン診療料」は廃止となり、「情

報通信機器を用いる場合」の初診料は251点（対面時の

87％）、再診料は73点（同100％）とされた。

新興感染症に対応できる医療提供体制の構築に向け

た評価も強化されている。「感染対策向上加算１」では、

「同加算２・３」「外来感染対策向上加算」を届け出てい

る医療機関に助言を行った際は、「指導強化加算」を算

定できるようになっている。

図表1

コロナ禍でも提供体制の
強化に向け評価見直しを推進

特集　2022年度診療報酬改定

出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要」

なお、上記のほか、新型コロナ感染拡大により明らかになった課題等に対応するため、良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議
会での議論も踏まえて、改革を着実に進める。
　・医療機能の分化・強化、連携の推進に向けた、提供されている医療機能や患者像の実態に即した、看護配置７対１の入院基本料を含む入院医療の評価の適正化
　・在院日数を含めた医療の標準化に向けた、DCP制度の算定方法の見直し等の更なる包括払いの推進
　・医師の働き方改革に係る診療報酬上の措置について実効的な仕組みとなるよう見直し
　・外来医療の機能分化・連携に向けた、かかりつけ医機能に係る診療報酬上の措置の実態に即した適切な見直し
　・費用対効果を踏まえた後発医薬品の調剤体制に係る評価の見直し
　・薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえた多店舗を有する薬局等の評価の適正化
　・OTC類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲の見直しなど、薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬の処方の適正化

２．薬価等
①薬価　　　　▲１．３５％
※１うち、実勢価等改定　▲１．４４％
※２うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．０９％

②材料価格　　　　▲０．０２％

１．診療報酬　　＋０．４３％
※１うち、※２～５を除く改定分＋０．２３％
各科改定率　　　　　医科＋０．２６％
　　　　　　　　　　歯科＋０．２９％
　　　　　　　　　　調剤＋０．０８％
※２うち、看護の処遇改善のための特例的な対応＋０．２０％
※３うち、リフィル処方箋（反復利用できる処方箋）の導入・活用促進による効率化　▲０．１０％（症状が安定している患者について、医師の処方により、医療機関に行かずとも、医師及
び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる、分割調剤とは異なる実効的な方策を導入することにより、再診の効率化につなげ、その効果について検証を行う）
※４うち、不妊治療の保険適用のための特例的な対応＋０．２０％
※５うち、小児の感染防止対策に係る加算措置（医科分）の期限到来　▲０．１０％なお、歯科・調剤分については、感染防止等の必要な対応に充てるものとする。

診療報酬改定

総論
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入院医療体制については、地域医療構想、医師の働

き方改革、医師の偏在対策のいわゆる「三位一体改革」

を通じて病床機能の分化・連携が推進されてきた。急

性期においては、高度かつ専門的な急性期機能の集約

化が主題となっている。今回の改定もその路線を踏ま

え、「高度かつ専門的な急性期医療」を一層高く評価す

る「急性期充実体制加算」が新設された。

算定要件として急性期一般入院料１を算定している

ことが求められ、全身麻酔による手術件数が年2000

件以上（うち緊急手術は年350件以上）、さらに実績要

件として次のいずれかを満たす必要がある。

（ア）▽悪性腫瘍手術、▽腹腔鏡下または胸腔鏡下手

術、▽心臓カテーテル法手術、▽消化管内視鏡手術、

▽化学療法――のうち４つ以上で実績基準を満たす

（イ）「異常分娩」「６歳

未満の手術」のいずれ

か、かつ（ア）の４つの

うち２つ以上で実績要

件を満たす

高度急性期医療の提

供体制を評価するため

の加算であることから、

療養病棟や地域包括ケ

ア病棟を有していない

こと、同一建物内に特

別養護老人ホームや介

護老人保健施設等の介

護施設を設けていない

ことなども求めている。

また特定の保険薬局

との間で不動産取引等

その他の特別な関係が

ないことも要件に盛り

込まれた。チェーン系列の「敷地内薬局」が林立するよ

うになっており、医薬分業の推進という方針と矛盾す

ることが問題視されたことを受けてのものと見られる。

このほか、周術期の医療体制についても評価が手厚

くなっている。「周術期薬剤管理加算」「術後疼痛管理

チーム加算」は薬剤師による薬学的管理を、「周術期栄

養管理実施加算」は専任の管理栄養士による術前・術

後の栄養管理を評価したもの。医師、看護師だけでな

く薬剤師や管理栄養士などをチーム医療の重要なプ

レーヤーとして位置づけていることがうかがえる。

ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける診断群分類点数表も見直

しており、標準的な点数設定方式Ａについて、入院初

期（入院期間Ⅰ）をより重点的に評価する体系に改めて

おり、在院日数短縮を加速させそうだ。

高度急性期体制を
評価する新加算が誕生

図表2
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出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定の概要」

入院料等

24時間の救急医療提供

手術等の実績

高度急性期医療の提供

感染防止に係る取組

医療の提供に係る要件

院内心停止を減らす取組

早期に回復させる取組

外来機能分化に係る取組

医療従事者の負担軽減

充実した入退院支援

回復期・慢性期を担う
医療機関等との役割分担

いずれかを
満たす ◆紹介受診重点医療機関

◆病院の初診に係る選定療養の届出、実費の徴収を実施
◆紹介割合以上かつ逆紹介割合30‰以上

• 処置の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１の施設基準の届出を行っていることが望ましい

• 入退院支援加算１又は２の届出を行っている
• 療養病棟入院基本料又は地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料を含む）の届出を行っていない
  一般病棟の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病棟入院基本料等を除いた病床数の９割以上
  同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していない
  特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引がない

• 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室
   管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ている
• 感染対策向上加算１を届け出ている
• 画像診断及び検査、調剤を24時間実施できる体制を確保している
  精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算１若しくは２を届け出ている
• 院内迅速対応チームの設置、責任者の配置、対応方法のマニュアルの整備、多職種からなる委員会の開催等を行っている
• 一般病棟における平均在院日数が14日以内
• 一般病棟の退棟患者（退院患者を含む）に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以外の病棟に転棟したものの割合が、１割未満

•全身麻酔による手術2,000件/年以上（緊急手術350件/年以上）又は300床未満：6.5件/年/床以上（緊急手術1.15件/年以上）

満たす

ア　右のうち、４つ以上満たす ◆悪性腫瘍手術100件 年以上 又は300床未満：1.0件 年 床以上
◆腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術400件 年以上
　又は300床未満：1.0件 年 床以上
◆心臓カテーテル法手術200件 年以上 又は300床未満：0.6件 年 床以上
◆消化管内視鏡手術600件年以上 又は300床未満：1.5件 年 床以上
◆化学療法1,000件 年以上 又は 300 床未満：3.0件 年 床以上
 （外来腫瘍化学療法診療料１の届出を行い、化学療法のレジメンの４割は外来で
　実施可能であること。）

イ　以下のいずれか、かつ、右のうち、
　　２つ以上を満たす
◆異常分娩50 件 年以上
　又は300床未満：0.1件 年 床以上
◆６歳未満の手術40件 年以上
　又は300床未満：0.1件 年 床以上

急性期充実体制加算

いずれかを
満たす

◆救命救急センター又は高度救命救急センター
◆救急搬送件数2,000件/年以上又は300床未満：6.0件/年/床以上

•急性期一般入院料１を届け出ている（急性期一般入院料１は重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っている）
•敷地内禁煙に係る取組を行っている・日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院である
•総合入院体制加算の届出を行っていない

• 自院又は他院の精神科医が速やかに診療に対応できる体制を常時整備
• 精神疾患診療体制加算２の算定件数又は救急搬送患者の入院３日以内の入院精神療法若しくは精神疾患診断治療初回加算の算定件数が
  合計で年間件以上

高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設

高度急性期医療の評価
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2022年度診療報酬改定における急性期入院医療に

関する見直しで、とりわけ話題になったものの一つに、

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」の評価項目

がある。

「モニタリング及び処置等（Ａ項目）」のうち、「心電図

モニターの管理」が削除され、「点滴ライン同時３本以

上の管理」が「注射薬剤３種以上の管理」に改められた。

また「輸血や血液製剤の管理」の項目の評価については、

１点から２点に上乗せされた。

「心電図モニターの管理」は、中央社会保険医療協議会

（中医協）での議論の段階で、この項目が当てはまる患

者が約７割に達することなどもあって、厚生労働省か

ら「純粋に患者の状態を反映しているとは必ずしも言え

ない、との指摘があった」と、見直しが提起されていた。

「注射薬剤３種以上の管理」に関しては、生理食塩水

やブドウ糖、ビタミ

ン摂取が困難と医師

が判断した患者以外

のビタミン剤などは

対象外となってい

る。

あわせて該当患者

割合の基準も見直さ

れている。許可病床

200床以上と200床

未満で区分した。た

とえば10対１看護

配置の急性期一般入

院料４では、200床

以上で「必要度Ⅰ」の

場合は22％（２ポイ

ント低下）、「必要度

Ⅱ」で17％（３ポイン

ト低下）。200床未満では「必要度Ⅰ」の場合で18％（２

ポイント低下、経過措置との対比）、「必要度Ⅱ」の場

合で15％（３ポイント低下、同）となる。厚労省はデー

タによる提出「必要度Ⅱ」への移行を後押ししており、

低下の程度にもその姿勢は現れている。また「同入院

料１」（200床以上）は「必要度Ⅱ」を用いることが要件と

なっている。

従来から「必要度」の評価項目は外科系医療に対する

評価が充実する一方、内科系医療についてはＡ項目に

おける専門的な治療・処置、救急入院後の５日間、Ｃ

項目における救命等に関わる内科治療、特殊な検査な

どにとどまるなどと指摘されていた。内科系評価のあ

り方は今後も議論になりそうだ。

また従来の「急性期一般入院料６」は削除され、「同入院

料７」が点数据え置きのまま「同入院料６」となっている。

図表3

出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定について」

Ａ モニタリング及び処置等 ０点 １点 ２点
創傷処置

（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②
褥瘡の処置）

なし あり －

呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く） なし あり －
点滴ライン同時３本以上の管理 なし あり －
心電図モニターの管理 なし あり －
シリンジポンプの管理 なし あり －
輸血や血液製剤の管理 なし あり －

なし － あり

なし － あり

【 一般病棟用】

重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直し

　急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項目を見直す。

評価項目の見直し

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ －３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価－③

現行 改定後
・「心電図モニターの管理」の項目を廃止する。
・「注射薬剤３種類以上の管理」へ変更する。
・「輸血や血液製剤の管理」の項目の評価について   2点に変更する。

創傷処置
①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、
②褥瘡の処置
呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）
注射薬剤３種類以上の管理
シリンジポンプの管理
輸血や血液製剤の管理
専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、
⑥免疫抑制剤の管理（注射剤のみ）、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、
⑪無菌治療室での治療

専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、
②抗悪性腫瘍剤の内服の管理、
③麻薬の使用（注射剤のみ）、
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理、
⑤放射線治療、
⑥免疫抑制剤の管理（注射剤のみ）、
⑦昇圧剤の使用（注射剤のみ）、
⑧抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）、
⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、
⑩ドレナージの管理、
⑪無菌治療室での治療

０点

なし あり －

なし あり －
なし あり －
なし あり －
なし － あり

なし － あり

なし － あり

Ａ モニタリング及び処置等

４
3
2

1

５

６

７ Ⅰ：救急搬送後の入院（５日間）
Ⅱ：緊急に入院を必要とする状態（５日間）

Ⅰ：救急搬送後の入院（５日間）
Ⅱ：緊急に入院を必要とする状態（５日間）

１点 ２点

「重症度、医療・看護必要度」は
適性評価の模索が続く

特集　2022年度診療報酬改定

急性期医療
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地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料は、2022
年度診療報酬改定で特に厳しい内容になったと言われ
ている。12年度改定で新設された時から①急性期治療
を経過した患者の受け入れ、②在宅で療養を行ってい
る患者等の受け入れ、③在宅復帰支援――の３つの役
割が期待されていた。今回の改定では、これら３つを
果たすことを厳格に求めるようになっている。中でも
②は要件の厳格化が進んだ。一般病床で算定する場合、
第二次救急医療機関であることまたは救急告示病院で
あることが要件とされている。また療養病棟で算定す
る場合、通常は所定点数の95％の算定にとどまるのに
対し、▽自宅からの入院患者の受け入れが６割以上、
▽自宅からの緊急入院患者が前３月間で30人以上であ
る場合、▽救急医療を行うにつき必要な体制が届出を
行う保険医療機関において整備されている場合――の
いずれかを満たせば
100％の点数を算定
できる。
また入院料２・４
の施設基準として、
自院の一般病棟から
転棟した患者の割合
が60％未満であるこ
とを求めており、こ
れを満たさない場合
は所定点数の85％に
減算される。
さらに入院料・管
理料の１・２では自
宅等からの入院患者
については従来の
15％以上から20％以
上に変更、緊急患者

の受け入れは従来の３月間の受け入れ人数を従来の６
人以上から９人以上に変更している。これらを満たさ
ない場合は所定点数の90％に減算される。
入退院支援部門については、100床以上の病院にお

ける入院料・管理料の１・２については、前回改定で「人
の配置」から「部門の設置」に改められた「入退院支援お
よび地域連携業務を担う部門が設置されていること」
に加え、入退院支援加算１を届け出ていることも求め
ており、満たさない場合は所定点数の90％に減算され
る。
「満たさない場合は減算」が目立っており、「地域包括
ケア病棟の理想像」を示していると解釈することもでき
そうだ。

図表4

出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定について」

－

入院料１ 管理料１ 入院料２ 管理料２ 入院料３ 管理料３ 入院料４ 管理料４
看護職員

リハビリ専門職 病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置

リハビリテーション実施 リハビリテーションを提供する患者については１日平均２単位以上提供していること

意思決定支援の指針 適切な意思決定支援に係る指針を定めていること

救急の実施 一般病床において届け出る場合には、第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づく認定された救急病院であること
（ただし、床未満の場合は救急外来を設置していること又は24時間の救急医療提供を行っていることで要件を満たす。）

届出単位 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室 病棟 病室

許可病床数200床未満 ○ － ○ ○ － ○

室面積 6.4平方メートル以上 ー

自宅等から入棟した
患者割合

２割以上
（管理料の場合、 床未満は

３月で８人以上） いずれか１つ以上
（満たさない場合90／100に減算）
（「在宅医療等の実績」については６つ （「在宅医療等の実績」については６つ
のうち１つ以上を満たせばよい）

２割以上
（管理料の場合、 床未満は

３月で８人以上） いずれか１つ以上
（満たさない場合90／100に減算）

のうち１つ以上を満たせばよい）
自宅等からの
緊急患者の受入 ３月で９人以上 ３月で９人以上

在宅医療等の実績 ○（２つ以上） ○（２つ以上）

点数（生活療養） 2,809点（2,794点） 2,620点（2,605点） 2,285点（2,270点） 2,076点（2,060点）

在宅復帰率 ７割２分５厘以上 ７割以上（満たさない場合90／100に減算）

入退院支援部門等
入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること

入院料及び管理料の１・２については入退院支援加算１を届け出ていること（許可病床数100床以上の場合）
（満たさない場合90／100に減算）

•療養病床については95/100の点数を算定する。ただし、救急告示あり／自宅等から入棟した患者割合が６割以上／自宅等からの緊急患者受け入れが前３月間で３０人
以上のいずれかを満たす場合は100/100

重症患者割合 重症度、医療・看護必要度Ⅰ　　12％ 以上又は重症度、医療・看護必要度Ⅱ　　　　8％ 以上

自院の一般病棟から
転棟した患者割合 －

６割未満
（許可病床数
200床以上

（満たさない場合
85／100に減算）

６割未満
（許可病床数
200床以上

（満たさない場合
85／100に減算）

－ － －

地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

１３対１以上（７割以上が看護師）

在宅からの患者受け入れ
機能評価を厳格化

特集　2022年度診療報酬改定

地域包括ケア病棟
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回復期リハビリテーション病棟入院料では、回復期
リハビリの機能をより具体化する方向で進められてい
る。
まず、入院料５は削除され、入院料６が「同５」（点数
は６のものを据え置き）となる。ただし、「同５」につい
ても届出から２年に限って届け出ることができるとし
ている。この２つの入院料はデータ提出加算の届出以
外、実績要件を求めていなかった。2024年度診療報酬
改定以降、回復期リハビリ病棟では実績が例外なく求
められることになる。
重症患者割合の要件も見直される。入院料１～４の
施設基準における新規入院患者のうち、入院料１・２
は40％以上、入院料３・４は30％以上となる。「発症後・
手術後２カ月以内」は廃止となることから、対象患者の
幅は広がると見込まれるが、それぞれ10ポイントハー
ドルが高くなること
から、患者確保にか
なりの労力を要する
ことになりそうだ。
また回復期リハビ

リテーションを要す
る状態については、
新たに「急性心筋梗
塞、狭心症発作その
他急性発症した心大
血管疾患又は手術後
の状態」が加わった。
こちらも対象患者の
幅を広げることにつ
ながりそうだが、「脳
疾患」「骨折」など、
ある程度、得意分野
が明確になっている

リハビリ病院の場合、体制の改良には時間がかかるか
もしれない。
入院料１・３については、日本医療機能評価機構に

よる第三者評価を受けていることが「望ましい」とされ
ている。患者のＦＩＭ測定、利得について中央社会保
険医療協議会（中医協）で厚生労働省は問題視していた
ことから、「測定の質」の担保をめざすものと理解でき
る。
疾患別リハビリテーション料は、標準算定日数を越

えてリハビリを行う場合、ＦＩＭを月１回以上測定す
ることが要件となっている。ＦＩＭによる評価を現場
に浸透させることを通じて、日常生活動作の改善、ひ
いては在宅復帰の促進につなげることを念頭に置いた
見直しと認識することができる。

図表5

出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定について」

令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

回復期リハビリテーション病棟入院料（施設基準）
令和４年度診療報酬改定 Ⅰ－３ 医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

入院料１ 入院料２ 入院料３ 入院料４ 入院料５
（※１）

医師 専任常勤１名以上
看護職員 １３対１以上（７割以上が看護師） １５対１以上（４割以上が看護師）

看護補助者 ３０対１以上

リハビリ専門職 専従常勤のＰＴ３名以上、
ＯＴ２名以上、ＳＴ１名以上

専従常勤の
ＰＴ２名以上、ＯＴ１名以上

社会福祉士 専任常勤１名以上 －

管理栄養士 専任常勤１名 専任常勤１名の配置が望ましい

※１：入院料５については、届出から２年間に限り届け出ることができる。
なお、令和４年３月 日時点において、回復期リハビリテーション病棟入院料５又は６の届出を行っている病棟については、１年間、改定前の医科診療報
酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料５又は６を算定し、その後１年間、新入院料５を算定することができる。

第三者評価 受けていることが望
ましい － 受けていることが望

ましい － －

リハビリテーション実績指数等の
院内掲示等による公開

○

データ提出加算の届出 ○ ○
休日リハビリテーション ○ －

新規入院患者のうちの、
重症の患者の割合 ３割以上→４割以上 ２割以上→３割以上 －

入院時に重症であった患者における
退院時の日常生活機能評価

（）内は 総得点
３割以上が４点（ 点）以上改善 ３割以上が３点（ 点）以上改善 －

自宅等に退院する割合 ７割以上 －

リハビリテーション実績指数 以上 － 以上 － －

点数 2,129点
（2,115 点）

2,066点
（2,051 点）

1,899点
（1,884 点）

1,841点
（1,827 点）

1,678点
（1,664 点）（）内は生活療養を受ける場合

重症患者割合を引き上げ
「実績」もより一層求める

特集　2022年度診療報酬改定

回復期リハビリテーション病棟
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療養病棟入院基本料については、これまでの診療報
酬改定の流れを踏まえながらの見直しが中心で、急性
期や地域包括ケア、回復期リハビリテーションほどの
大きな改定は見られなかった。
そのなかで中心静脈栄養については、2020年度改定

で大きな話題になったが、今回はその在り方をさらに
突き詰める内容になっている。「中心静脈栄養を実施し
ている状態にある患者について、患者の摂食機能又は
嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合にお
いては、療養病棟入院基本料の医療区分３の点数に代
えて、医療区分２に相当する点数を算定するとした。   
20年度改定で、中央社会保険医療協議会（中医協）で

「必要のない患者にまで適用しているのではないか」と
いった指摘があり、状態に関する記録を残し、患者・
家族に説明することを要件としていたが、今回はさら
に「患者状態の改善
に向けた体制」に踏
み込んだかっこう
だ。また摂食機能の
回復への取り組みに
ついては、摂食嚥下
支援加算が接初期嚥
下機能回復体制加算
と名称変更され、療
養病棟でも算定でき
るようになった。療
養病棟へのメッセー
ジはかなり明確と言
えるだろう。
また経過措置病棟
の見直しとして、25
対１病棟については
療養病棟入院基本料

２の75％に引き下げる。前回改定で85％に減算された
が、今回は下げ幅が一層広がった。ただ、25対１病棟
の廃止は既定路線であるとの認識はかなり広がってい
るようで、病院側から反発の声はあまり聞かれない。
さらに経過措置病棟において、▽疾患別リハビリ
テーション料を算定する患者に対して、ＦＩＭの測定
を月１回以上行っていない場合は、１日２単位までの
出来高算定とする、▽医療区分２で疾患別リハビリテー
ション料を算定する患者に対して、ＦＩＭの測定を行っ
ていない場合は、医療区分１の場合に相当する点数を
算定する――との見直しが行われた。療養病棟は前回
改定でデータ提出加算が要件化されたが、療養病棟で
の医療についても「データ化」「可視化」を進展させる方
向性がうかがえる。

図表6

出典：厚生労働省「令和４年度診療報酬改定について」

療養病棟入院基本料の医療区分
令和４年度診療報酬改定

医
療
区
分
３

【疾患・状態】
・スモン
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態（他に医療区分２又は３に該当する項目がある場合）

【医療処置】
・２４時間持続点滴
・中心静脈栄養（摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合においては、療養病棟入院基本料の
医療区分３の場合の点数に代えて、医療区分２の場合に相当する点数を算定）
・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 ・感染隔離室における管理
・酸素療法（常時流量３ 分以上を必要とする状態等）

医
療
区
分
２

【疾患・状態】
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患
・その他の難病（スモンを除く）
・脊髄損傷（頸髄損傷） ・慢性閉塞性肺疾患（COPD）
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 経過措置注11の病棟に入院する患者については
FMIの測定を行っていない場合は、医療区分１の場合に相当する点数を算定）

・脱水かつ発熱を伴う状態
・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創
・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態（原因・治療方針を医師を含め検討）
・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態（他に医療区分２又は３に該当する項目
がない場合）
【医療処置】
・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引（１日８回以上）
・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査
・創傷（皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置）
・酸素療法（医療区分３に該当するもの以外のもの）

医療区分１ 医療区分２・３に該当しない者

中心静脈栄養は摂食機能の
改善に向けた体制を要件化

特集　2022年度診療報酬改定

療養病棟




