
（保３０５） 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

都道府県医師会 

社会保険担当理事 殿 

日本医師会常任理事 

松 本 吉 郎 

（公 印 省 略） 

 

 

令和４年度診療報酬改定に係る省令、告示、通知のご案内について 

 

 

令和４年度診療報酬改定につきましては、３月４日に省令、告示が公布されました。 

今般、同日付で関連する通知が非常に多く発出されておりますので、日医ホームページの  

メンバーズルーム中、医療保険の「診療報酬改定に関する情報 令和４年度」に順次掲載いた

しますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

また、改定に関連いたします省令、告示、通知の案を収載した「改定診療報酬点数表参考資

料」、「診療報酬点数表 新旧対照表」、「改定診療報酬点数表の概要」を各５部ずつ先行して都

道府県医師会へ送付いたしました。３月７日（月）より順次到着予定となっております。 

 パワーポイント版につきましても、同ホームページ内にて３月７日（月）までに掲載準備中

ですので、掲載され次第、ご活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【添付資料】 

 １．令和４年度診療報酬改定について （令４.３.４ 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

２．令和４年度診療報酬改定関連通知等について（その１） 

（令４.３.４ 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡 

令和４年３月４日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和４年度診療報酬改定について 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局長及び都道府県知事あて

連絡しましたので、関係団体各位におかれましても、関係者に対し周知を図ら

れますよう協力方お願いいたします。 

  



公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



保 発 0 3 0 4 第 １ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

 

 

地方厚生（支）局長 

都 道 府 県 知 事 

 

 

厚生労働省保険局長  

（公 印 省 略）  

 

 

令和４年度診療報酬改定について  

 

 

標記については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（令和４年厚生

労働省告示第 54 号）等の関係告示等が別添のとおり公布（一部未定）され、本年

４月１日から適用されることとなったため、貴管内の関係団体への周知徹底につ

いて格段の御配慮をお願いしたく通知する。 

殿  



（別添） 

令和４年度診療報酬改定 関係省令・告示一覧表 

No. 省令又は告示の名称 
公布又は 

告示（予定）日 
法令番号 

１ 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 ３月４日 厚生労働省令第 30 号 

２ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令 ３月４日 厚生労働省令第 31 号 

３ 
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正

する省令 
３月４日 厚生労働省令第 32 号 

４ 
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の

取扱い及び担当に関する基準等の一部を改正する告示 
３月４日 厚生労働省告示第 52 号 

５ 
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が

定める掲示事項等の一部を改正する件 
３月４日 厚生労働省告示第 53 号 

６ 診療報酬の算定方法の一部を改正する件 ３月４日 厚生労働省告示第 54 号 

７ 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 ３月４日 厚生労働省告示第 55 号 

８ 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 ３月４日 厚生労働省告示第 56 号 

９ 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部を改正する件 ３月４日 厚生労働省告示第 57 号 

10 
特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改

正する件 
３月４日 厚生労働省告示第 58 号 

11 
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一

部を改正する件 
３月４日 厚生労働省告示第 59 号 

12 
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を

改正する件 
３月４日 厚生労働省告示第 60 号 

13 
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基

準の一部を改正する件 
３月４日 厚生労働省告示第 61 号 

14 複数手術に係る費用の特例の一部を改正する件 ３月 18 日 （未定） 

15 
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用

の額の算定方法の一部を改正する件 
３月 18 日 （未定） 

16 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用

の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別

に定める者の一部を改正する件 

３月 18 日 （未定） 

17 
厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の

一部を改正する件 
３月 18 日 （未定） 

18 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定め

る病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩

和係数の一部を改正する件 

３月 18 日 （未定） 

19 
厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基

準の一部を改正する件 
３月 25 日 （未定） 

20 

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部

を改正する件 

３月 25 日 （未定） 

21 

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を

改正する件 

３月 25 日 （未定） 

22 
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を

算定できる場合の一部を改正する件 
３月 25 日 （未定） 

 



事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 

 

地方厚生(支)局医療課 

都道府県民生主管部(局) 

国民健康保険主管課(部) 

都道府県後期高齢者医療主管部(局) 

後期高齢者医療主管課(部) 

（別  記）関 係 団 体 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

令和４年度診療報酬改定関連通知等について（その１） 

 

 

 

令和４年度診療報酬改定に係る関連通知等については別紙のとおり発出され

ておりますので、その取扱いに遺漏なきよう、関係者に対し周知を図られます

ようお願いいたします。 

なお、当該通知等及び関連省令・告示については、厚生労働省ホームページ

に掲載されておりますことを申し添えます。 

 

御中 



（別記） 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

 



（別紙）

名称 番号・日付

令和４年度診療報酬改定について
令和４年３月４日
保発0304第１号

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について
令和４年３月４日
保発0304第２号

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和４年３月４日
保発0304第３号

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について
令和４年３月４日
保発0304第４号

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について
令和４年３月４日
保発0304第５号

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
令和４年３月４日

保医発0304第１号

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
令和４年３月４日

保医発0304第２号

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
令和４年３月４日

保医発0304第３号

訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
令和４年３月４日

保医発0304第４号

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療
養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

令和４年３月４日
保医発0304第５号

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
令和４年３月４日

保医発0304第６号

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について
令和４年３月４日

保医発0304第７号

保険医の使用医薬品（掲示事項等告示第６関係）及び保険薬剤師の使用医薬品（掲示事項等告示第14 関
係）に係る留意事項について

令和４年３月４日
保医発0304第８号

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
令和４年３月４日

保医発0304第９号

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材
料料）の算定について

令和４年３月４日
保医発0304第10号

特定診療報酬算定医療機器の定義等について
令和４年３月４日

保医発0304第11号

特定保険医療材料の定義について
令和４年３月４日

保医発0304第12号

特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（ 希望区分Ｂ ） に記載する機能区分コードについて
令和４年３月４日

事務連絡


