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令和 4 年 1月 1日より『全世代対応型の社会

保険制度を構築するための健康保険法の一部を

改正する法律』により健康保険法が改正にさ

れ、「傷病手当金」の支給期間が「通算化」さ

れます。    

これまでの制度では、同一の病気やケガに関

する傷病手当金の支給期間は、支給開始日から

起算して 1年 6か月を超えない期間でした。                    

（暦できっかり、途中で復帰していても 1年 6

か月で支給終了。） 

一方、新制度では、支給開始日から『通算』

して「1年 6 か月に達する」まで支給することに

変更になりました。 

 ここで言う「1 年 6か月」の具体的な日数と

は、待期期間 3日を経て、支給を始める 4日目

より、暦に従って１年 6月か月間の計算を行

い、支給期間が確定されます。（最大で 549 日

間～最小で 546 日間分） 

 

 

 

 
 

1． なぜ改正されたの？ 

今回の改正は、労働者の『治療と仕事の両

立』またはそれに対する支援が大きな趣旨とな

っております。実態として、病気を治療しなが

ら仕事をしている方は、労働人口の 3人に 1人

と多数を占め、病気を理由に仕事を辞めざるを

得ない方や、仕事を続けても職場の理解が乏し

いなど治療と仕事の両立が困難な状況に直面し

ている方々が多いことから、今回の支給要件の

見直しが図られました。 

 これにより例えば、がんを罹患して放射線治

療や抗がん剤治療を受けながら仕事を続ける労

働者の方にとっては、柔軟な働き方ができるよ

うに改正されたのです。 
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支給期間の考え方 
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2.新制度の具体例 

では、具体的な運用を見てみましょう。 

下記のケースがあった場合 

① 令和 4年 5月１日～6月 20 日 労務不能

（支給期間：48日間） 

② 令和 4年 7月 1日～7月 10 日 労務不能

（支給期間：10日間） 

③ 令和 4年 8月 11 日～10 月 10 日 労務不能

（支給期間：61日間） 

このケースにおいては、令和 4年 5月１日か

ら 3 日までの 3日間の待期期間を経て、令和 4

年 5 月 4日が傷病手当金の支給開始日となり、 

 

支給期間は令和 5 年 11 月 3 日までの 549 日間と

なります。 

① 後の残支給日数は 501 日（549 日－48 日） 

② 後の残支給日数は 491 日（501 日－10 日） 

③ 後の残支給日数は 430 日（491 日－61 日） 

となります。 

残りの支給日数が 0 日となる日が支給満了日

となりますので、例えば③の期間が終了した翌

日（令和 4年 10 月 11 日）より、 連続して 430

日間労務不能であった場合は令和 5 年 12月 14

日に支給満了日となります。

3．改正前に受給していた場合は？ 

→令和 2年 7月 2日以降に受給を開始した人は、改正法が適用される 

それでは、現在受給中の場合はどうなるの？

と疑問に感じる方もいらっしゃると思います。    

これに関しては、経過措置を設けており、施

行日前日（令和 3年 12 月 31 日）において暦の

通算で１年 6 か月を経過したか、していないか

で判断します。 

具体的には、 

①支給開始日が令和 2年 7月 1日の場合 

→令和 3年 12 月 31 日が支給期間の満了ため、

改正前の規定が適用。 

② 支給開始日が令和 2年 7 月 2日以降の場合 

→改正後の規定が適用 

なお、既に傷病手当金の支給を受けた日数が

ある場合は、その日数を引いた残りの日数分が

対象となります。 

4．退職後の継続給付の取り扱いは？ 

こちらは、退職後も支給期間の残日数があり、

従来通りの一定の要件、 

①資格を喪失した日の前日までに引き続き１年

以上被保険者であったこと 

②資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受け

ていた、又は受けられる状態であることを満た 

 

 

せば、継続して同一の保険者から給付を受給可

能です。 

ただし、途中で一時的に労務可能な状態にな

った場合は、治癒しているか否かに関わらず、

その時点で同一の傷病での受給はできなくなり

ます。（退職後は断続しての受給はできませ

ん。）

5．まとめ  

その他の支給要件や支給される日額等の算出

方法に変更はありません。 

制度の改正により、隣にいた同僚がいなくな

る機会が増えると思います。その際に労働者同

士、お互いに事前のやりとりやフォローアップ

をしていくことが大切になります。 

また、病気が再発をした際に今までは給付期間 

 

 

が終了し手当が貰えなかった方も、受給が可能

な場合がありますので、労働者の方へご周知を

お願い致します。 

最後に、傷病手当金は療養休業中の大切な収

入となります。現在受給中の方・これから休職

予定の方がいらっしゃれば、詳細は当事務所に

ご相談ください。 
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