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 東京都国民健康保険団体連合会 

平成 25年度 第 2回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 25年 12月 11日（水） 午前 9時 15分から 11時 15分まで 

2 場 所 ： 東京区政会館内（本会） 10階Ａ1・Ａ2会議室 

3 出席者 ： （委員） 

          植村 尚史 〔早稲田大学 人間科学部 健康福祉科学科 教授〕 

          河津 英彦 〔淑徳大学 教育学部 こども教育学科 教授〕 

取違 孝昭 〔東日印刷株式会社 会長〕 

        （本会） 

          理事長、専務理事、常勤監事、参与 2名、事務局長以下職員 11名 

4 議 題 

（１） 平成 25年度上半期における経営計画の執行状況及び内部評価について 

（２） その他 

 

5 会議経過 

（１） 開会 

（加島専務理事） 

予定の時間となりましたので、只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 25年度第

2回経営評価委員会」を開会いたします。 

本日は、ご多用の中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

議事に入りますまで、私が進行役を務めたいと存じます。 

それでは、開会にあたりまして、理事長の福永よりご挨拶を申し上げます。 

 

（福永理事長） 

委員の皆様方には、ご多用中にもかかわらず、ご出席賜りまして誠にありがとうございます。 

さて、臨時国会が 10 月 15 日から 12 月 8 日まで開かれ、重要法案が審議されました。私ど

もに関係の深い社会保障制度関係では、いわゆる「プログラム法案」が成立したところでござ

います。 

この法案の中には国保の都道府県化に関し、「運営については都道府県が担うことを基本と

しつつ都道府県と市町村において適切に役割分担をする方策を検討し、必要な措置を講ずる」

旨の記載がございます。具体的な役割分担については、今後、「国と地方の協議の場」等で検

討されると聞いておりますが、この件は、申すまでもなく国保制度の根幹に関わる大変大きな

改正であり、保険者は勿論、国保連合会にも多大な影響を及ぼすものと推測されます。国保中

央会でもこの問題の重要性から「新国保制度対策委員会」を設置しました。本会からは加島専

務理事と平澤事務局長が参加しており、12 月 2 日に第 1 回目の委員会が開催されたところで
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ございます。 

現在のところ、どの様な形で都道府県化が具現化するのか不明ですが、様々なことを想定し

て、事前に準備しておく必要があると考えております。 

一方、内閣府に設置をされている規制改革会議においては、「保険者による直接審査の推進」

及び「国保連と支払基金の役割分担の見直し」等を議論しております。この問題につきまして

は、去る 11月 15日に国保中央会会長及び都道府県国保連合会理事長名で特別決議をし、稲田

内閣府規制改革会議担当大臣、田村厚生労働大臣等に対して反対の要請を行ったところでござ

います。また、全国市長会、全国町村会においても 11月 25日に規制改革会議 健康・医療ワ

ーキンググループに対して、市町村行政全般にも大きな影響を及ぼすものであり、受け入れ難

い旨の申し入れを行っております。 

この議論が規制改革会議において、最終的にどのように取り纏まるのか分かりませんが、国

保連合会は保険者が設立した団体であり、その意見を伺わないで、議論を取り纏めることは問

題であると考えております。 

私どもといたしましては、将来的には地域保険に一本化し、審査支払機関も地域に根ざした

国保連合会をベースに統合すべきであると主張してまいります。 

このように国保連合会を取り巻く状況は大変厳しい情勢でございますが、今後も引き続き保

険者からの負託に応えるよう各種事業を適正に実施してまいります。 

最後になりますが、本日は平成 25 年度上半期における各計画事項の取り組み実績をご報告

いたします。何とぞ十分なご審議を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（加島専務理事） 

ありがとうございました。なお、大変申し訳ありませんが、理事長におかれましては、所用

により、ここで退席いたします。 

続きまして、議事に入る前に、本委員会の会議録等についてですが、経営評価委員会設置要

綱第 6条第 1項により、原則公表することとなっております。また、同条第 3項には、委員の

皆様が公表することが相当でないと判断される場合は、公表しないこととなっておりますので、

予めご了承いただきたいと存じます。 

本日の議題は、お手元に配布しております次第に記載のとおり、1件でございます。 

早速ではございますが、「植村座長」に議事進行をお願いいたします。 

 

（植村座長挨拶） 

座長の「植村」でございます。 

ご承知のとおり、この経営評価委員会は、国保連合会の「第 2次経営計画」における執行状

況の評価と経営全般に対する助言が期待されておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、最終的に、経営評価委員会として「外部評価」を実施することとなっております。内

部評価の結果について疑義が生じる計画がございましたら、質疑の際にその旨をご指摘いただ
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ければと思います。 

特に、内部評価の結果に対するご意見がない場合は、内部評価の結果を経営評価委員会とし

ての評価としたいと思いますので、予めご了承ください。なお、ご質問・ご意見は、全ての部

署の報告が終了してからお願いいたします。 

それでは、議題の「平成 25年度上半期における経営計画の執行状況及び内部評価について」

審議に入ります。資料№1のタイムテーブルにしたがって、審査第 1部から説明願います。 

 

（２） 議題 

平成 25年度上半期における経営計画の執行状況及び内部評価について 

 

①審査第 1部（説明：小椋審査第 1部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-1 審査委員会による査定率の向上〕 

  計画№1-1「審査委員会による査定率の向上」でございます。 

目標について、平成 25年度は、審査課所管分として月平均 1,115万点、年間合計 1億 3,380

万点を目標減点点数としております。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「画面審査の強化」から項番

5「保険者再審査連合会責任分の情報収集」でございます。 

執行状況の「〈査定状況〉」の表でございますが、「①審査委員会による減点分」が本計画に

よる減点数、「②審査事務共助による減点分」が次にご説明する「計画№1-2」の減点数で、こ

れを合算し「④査定増点数」と相殺したものが「⑤減点数（合計）」となり、この数値を請求

点数で除した結果が「⑥査定率」になります。この数値が国保中央会で公表する査定率となっ

ており、目標数値は 0.188％でございます。 

横軸を右に展開していただきますと、各月の実績と上半期合計及びその平均が記載されてお

ります。 

結果から申し上げますと、「①審査委員会による減点分」は各月とも目標数値を上回ってお

り、一番右の列「4～9 月平均」では 1,442 万 5,408 点で、25 年度目標数値の月平均 1,115

万点を大幅に超える実績となっており、次にご説明する「計画№1-2」分の「②審査事務共助

による減点分」の実績も併せ算出した「査定率」においても 0.233％となっております。 

それでは、項番 1「画面審査の強化」でございますが、「確実な画面操作」と「機能の有効

活用」を目的とした最新版操作マニュアルを作成し、審査委員が閲覧できるよう、9月に審査

委員会の共有フォルダに格納いたしました。また、9月の審査委員会会期中に「任期途中」で

交代した審査委員へのレクチャーを実施いたしました。 

次に、項番 2「審査の充実」でございます。 

(1)「診療科別担当審査委員を交えた会議の実施」については、「疑義付せん項目」や「診療

科ごとの取り決め事項」の拡大など、減点に繋げる案件について実施いたしました。その前段
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として、「①事務局 3 者打合せ」を行い、情報を共有し、それぞれの立場で意見を出し合い、

検討することで「②審査委員を交えた会議の実施」に結びつけております。実施日等は、記載

のとおりでございます。 

(2)「社保・国保審査関係連絡協議会の実施」については、社会保険の診療報酬審査機関で

ある支払基金と、審査における疑義解釈等について情報交換を行い、審査基準の統一、審査の

適正化を図ることを目的に、記載のとおり協議を行いました。 

(3)「審査委員による審査委員への研修会の実施」では、保険診療に関する内容について知

見を深め適正な審査に資するため、審査の専門知識の習得を目的として、記載のとおり実施い

たしました。 

項番 3「審査結果票の見直し」について、審査委員とのコミュニケーションを更に強固なも

のとし、事務付託の拡大を図るため、様式のレイアウト変更を進めております。常勤及び非常

勤の常務処理審査委員に説明を行い、意見集約をいたしました。今後は最終（案）を作成し、

審査委員会全体へ周知を行っていく予定でございます。 

項番 4「審査委員会対応職員の知識向上のための研修会の実施」では、審査事務共助指導課

で毎月実施している内部研修に参加し、参加した職員による報告書をもって審査課内に周知し、

情報・知識の共有を図りました。 

項番 5「保険者再審査連合会責任分の情報収集」については、審査委員会対応時に審査委員

の先生方とのコミュニケーションを図り、意見等を含め情報収集を行い、先にご説明いたしま

した「事務局 3者打合せ」で、情報共有を図りました。 

（その他）として、審査事務共助指導課職員も審査委員会の対応を行うようになってからは、

審査委員からの疑義付せん貼付等に対する質問に迅速かつ的確に答えられるようになった他、

審査委員会対応職員に対しての現場での指導の成果や、知識、情報などの共有も行えているこ

ともあり、審査委員会対応職員のレベルアップにも繋がっております。 

次に課題と対応です。項番 1「画面審査の強化」についての課題ですが、審査の効率化に寄

与するために、新機能リリース等に対応した操作マニュアルを随時、更新しなければなりませ

ん。対応として、国保中央会からの情報収集に努めることとし、随時マニュアルの更新作業を

行い、全体会議等を利用し審査委員に対して説明を行っていくことといたします。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施することができましたので「○」といたしま

した。また、内部評価につきましても「○」で、「引き続き、画面審査の操作マニュアルの更

新や審査結果票の見直し等、更なる査定率の向上に努め、審査の充実に向けた体制整備を図ら

れたい」とのご意見をいただいております。 

 

〔№1-2 審査事務共助の充実〕 

計画№1-2「審査事務共助の充実」でございます。 

目標について、25 年度は、審査事務共助指導課所管分として月平均 1,672 万 4,000 点、年

間合計 2億 68万 8,000点を目標減点点数としております。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「審査事務共助指導課と事務
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審査課で事務共助による減点目標点数の設定」から 8「保険者再審査連合会責任分の情報収集」

でございます。 

執行状況の項番 1「審査事務共助指導課と事務審査課で事務共助による減点目標点数の設

定」でございますが、本計画の月平均における減点目標点数の分担内訳として、審査事務共助

指導課で 1,072万 4,000点、事務審査課で 600万点と設定いたしました。「〈参考〉」の表は上

半期実績で、下段右端の「平均」をご覧いただきますと、それぞれの課において減点目標数値

を上回っており、合計では、目標数値 1,672 万 4,000 点に対し、 2,407万 1,034点の実績と

なっております。 

項番 2「審査支援システムの活用」でございますが、その中の「〈算定ルール〉」コード数に

ついて、6月までの 358コードから、9月現在において 1,236コードとし、3か月で 878コー

ドを増やしチェック強化に努めております。 

項番 3「審査事務共助支援システムの活用」については、記載のとおり項目の追加を行いま

した。 

項番 4から 6及び 8につきましては、記載のとおり実施いたしました。 

項番 7「職員の知識向上のための研修」では、「審査第 1部」を対象にしたもの、「事務審査

課」を対象にしたもの、「その他」としてのエキスパート研修など、記載のとおり様々な研修

を実施いたしました。特に、「審査第 1 部対象」のうち「課内研修」において、国保中央会の

「画面審査事務共助システム」環境を借りたＤＰＣ研修や、7月から毎月 5グループに分かれ

て、例えば「消化器」という大きな括りではなく、その中の「胃」や「大腸」という臓器別研

修も実施いたしました。また、実際の医療現場での施設見学などを積極的に行い、より入院レ

セプトに対する審査事務共助を強化し、減点を増やす努力をしております。 

課題と対応です。医療機関において、査定により減点されたものについては請求を改めて提

出されることから、減点点数を維持することが難しくなっています。また、査定に対する医療

機関への説明責任をしっかりと果たすために、医療内容について今以上に知識を深め、学習時

間を確保することが必要となります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施することができましたので「○」といたしま

した。また、内部評価につきましても「○」で、「医療機関の請求傾向の変化を踏まえた効果

的な事務共助に努め、更なる査定率の向上を図られたい。」とのご意見をいただいております。 

 

②保健事業担当（説明：岡田保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№2-1 保険者が行う保健事業への支援〕 

計画№2-1「保険者が行う保健事業への支援」です。 

今年度の計画内容は、保健事業の支援として、20 保険者へ保健師を派遣すること。また、

ホームページ等を活用し、保険者に対し本会で支援を行った保健事業の支援内容の周知を行う

とともに、情報提供を行っていくものであります。 
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4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「保健師派遣」から 4「保健

師サービス通信（仮称）の発行に関する検討」でございます。 

執行状況です。項番 1「保健師派遣」につきましては、4月から 9月の期間で 10保険者に保

健師の派遣を実施しました。これは昨年度同時期と比較して 4 保険者の増となっております。

項番 2の「保険者へ効果的な保健事業の提案」につきましては、企画段階からの提案等を 3保

険者に対して行いました。項番 3「保険者に対し保健事業内容の周知」につきましては、昨年

8月に本会ホームページ上に保険者支援の状況を周知するページを開設し、随時更新しており

ます。また、区市町村の保健師事務連絡会等にも本会の保健師が参加し周知を行っております。

項番 4「保健師サービス通信（仮称）の発行に関する検討」につきましては、区市町村等の関

係保健師と協議を行っています。 

課題と対応です。項番 4の保健師サービス通信（仮称）の発行については、区市町村保健師

と協議を行っておりますが、進捗が遅れております。今後、本会から具体的な内容を提案し、

区市町村の保健師と検討を進めてまいります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施できており、項番 1の保健師派遣については、

周知等により昨年度同時期に比較して 4保険者増となっていることから「○」といたしました。

また、内部評価につきましても「○」で、「今後も保健師派遣をはじめ、保険者が行う保健事

業の積極的な支援に取り組まれたい。」とのご意見をいただいております。 

 

〔№2-2 保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案〕 

  計画№2-2「保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案」です。 

今年度の計画内容は、昨年のモデル保険者からの聞き取りを基に、課題解決のための保健事

業の助言等を行うとともに、コンサルティング体制を確立する。また、平成 25年 10月に試行

されるＫＤＢシステムについて、各保険者に個別に説明を行い、より多くの保険者に参加して

いただくものです。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「前年度のアンケート回答結

果の分析及び保健事業実施支援へのフィードバック」から 4「効果的な情報提供に関する会議

体の設置・課題の検討」でございます。 

執行状況です。まず、最初に本計画の医療費等統計情報の分析に関して変更がございます。

計画策定当初は、特定健康診等データ管理システムの外付システムのデータから医療費等統計

情報の分析を行い、その分析結果を保険者に有効活用していただく想定でしたが、国保中央会

が開発しているＫＤＢシステムが 10月に試行稼動することとなり、本システムが医療、介護、

健診等の情報を分析できることや、国の「日本再興戦略」に基づく「健康・医療戦略」等で、

ＫＤＢシステムを利活用し、保健事業計画を策定することを推進していることなどから、医療

費等統計情報の分析をＫＤＢシステムのデータから行うように計画内容を変更いたしました。 

ＫＤＢシステムのその後の状況を説明いたします。執行状況欄の下段にあります（その他）

をご覧ください。7 月 18 日に開催された国保中央会システム委員会・幹事会合同会議の場で

示されました 10 月までのスケジュールで、状況によっては稼動時期の延伸もあり得る旨の説
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明がありました。この説明を受けまして、本会としては 10 月からの試行稼動について、保険

者に混乱を招く可能性があることから、各課長会等にて保険者に説明し、本年度から参加して

いただく保険者の了承をいただき 8 月 14 日に全保険者へ延伸の文書を送付いたしました。な

お、当初予定しておりました、特定健診等データ管理システムの外付システムですが、ＫＤＢ

システムに参加する保険者の時期が異なることから、当分の間ＫＤＢシステムと並行稼動いた

します。 

それでは執行状況を説明いたします。項番 1「前年度のアンケート回答結果の分析及び保健

事業実施支援へのフィードバック」についてですが、活用するシステムをＫＤＢシステムにし

たことから、前年度特定健診等データ管理システムの外付システムから提供されるデータの使

用を想定した、医療費等統計情報の分析、活用に関するアンケートは実施しておりません。今

後はＫＤＢシステムにおける試行運用に係る情報収集に取り組む予定です。また、ＫＤＢシス

テム導入に向けて全ての保険者への訪問等を実施し、導入に向けた課題や質問に関して各課長

会やホームページで回答しております。 

項番 2「モデル保険者における課題解決のための保健事業の助言等」につきましても、先ほ

ど説明いたしましたＫＤＢシステムのデータを医療費等統計情報の分析とすることから、保健

事業の助言等を行う保険者を、10 月に試行参加される保険者が 28 保険者おりますので、【何

を、どこまで】等の内容を含め、モデル保険者としてご協力いただける保険者についても検討

中であります。 

項番 3「コンサルティング体制の確立」につきましても、ＫＤＢシステムからの還元資料を

基に何が行えるのか、検討を開始しました。 

項番 4「効果的な情報提供に関する会議体の設置・課題の検討」につきましては、ＫＤＢシ

ステムについて理解いただくよう 3点について検討を開始しました。 

検討する項目は、1点目は項番 2で選定するモデル保険者の、試行運用により得た有効活用

事例の収集について、2点目は試行運用を通じて、学識経験者によるコンサルティングを踏ま

えたＫＤＢ活用方法の検討について、3点目はこの有効活用事例やコンサルティングを踏まえ

たことを保険者へ周知する研修会等の開催についてです。 

課題と対応です。すべての項目に繋がるので（その他）としましたが、今後、国保中央会等

が行うＫＤＢシステムの検証結果を踏まえた試行稼動時期の判断等を基に、計画内容の見直し

を行う必要があります。 

自己評価でございますが、当初の計画であった特定健診システムのデータから、ＫＤＢシス

テムのデータを活用するように計画変更いたしました。ＫＤＢシステムの状況の変更等により、

試行開始時期の延期せざるを得ない状況となり、保険者にスケジュール及びシステムの活用内

容などの周知や説明が行えておりません。今後見直しの必要がありますが、9月までの評価と

いたしましては、コンサルティングについては、学識経験者や複数の業者より提案を受け協議

などを行っておりますので、「△」とさせていただきました。また、内部評価につきましても

「△」で、「ＫＤＢシステムの稼動開始時期については、検証結果の状況を踏まえ適切に判断

するとともに、保険者の混乱を回避するために状況報告に努め、適宜その実施に取り組まれた
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い。」とのご意見をいただいております。 

 

〔№2-3 特定健診の受診率向上に係る支援〕 

計画№2-3「特定健診の受診率向上に係る支援」です。 

今年度の計画内容は、未受診者対策事業の一環として、モデル保険者を選定し、効果的な情

報提供を行うとともに実務者向け研修会を開催し、本会ホームページを活用して被保険者への

広報宣伝活動を行うものです。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「特定健診受診行動の分析及

び保険者への情報提供」から 3「被保険者への広報宣伝活動」でございます。 

執行状況です。項番 1「特定健診受診行動の分析及び保険者への情報提供」につきましては、

台東区、青梅市において実施し、東京食品販売国保組合及び清瀬市につきましては実施に向け

協議をしております。 

項番 2「実務者向け研修会の準備・開催」につきましては、特定保健指導の事例を基に利用

率向上に向けた取り組み等を基本とした研修会を厚生労働省保険局国民健康保険課の在宅医

療・健康管理技術推進専門官である八田氏と山梨大学医学部 医学博士の山縣先生を講師に招

き 9月に開催いたしました。 

項番 3「被保険者への広報宣伝活動」につきましては、広報宣伝活動に必要な情報収集を行

い、被保険者が閲覧できる「健康ガイド」として、特定健診や生活習慣病など、健康づくりに

関するコンテンツを、昨年 10月よりホームページに掲載しております。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施できており、実務者向け研修会については、

アンケートの回答ではありますが受講者から高評価をいただきましたので「○」とさせていた

だきました。また、内部評価につきましても「○」で、「特定健診の受診率向上に有効な情報

提供に努め、保険者が目標として掲げる受診率の達成に寄与できるよう、引き続き支援された

い。」とのご意見をいただいております。 

 

〔№6-4 特定健診等データ管理システムの機器更改への対応〕 

計画№6-4「特定健診等データ管理システムの機器更改への対応」です。 

今年度の計画内容は、26 年 3 月の本稼動に向け、特定健診等データ管理システム（標準シ

ステム）の先行導入試験を 25 年 9 月末まで実施するとともに、外付システムの開発・検証、

標準システムとの連携試験を実施する。また、保険者端末切替作業の対応を行うものです。 

4 月から 9 月までの上半期の具体的な取り組み項目は、項番 1「環境構築」から 6「統合試

験等」でございます。 

執行状況です。項番 1の「環境構築」につきましては、標準システムに係る機器は国保中央

会において一括調達を行い、7月にデータセンタへ機器を設置しました。 

項番 2の「本会独自機器の調達、設置および構築」につきましては、国保中央会の一括調達

対象外となる本会独自の外付システムに係る環境の調達仕様書の作成し、入札を実施した後に

8月 19日に設置しました。また、環境設計書の作成も行いました。 



 - 9 - 

項番 3の「標準システムの先行導入試験参加」につきましては、国保中央会が「機器の動作

検証、アプリケーションインストール確認（手順書の確認）、データ移行試験、運用試験、性

能検証」を本会が設置する標準システムで 8月 19日から 9月 13日にかけて行い、完了した旨

の報告を受けました。 

項番 4の「外付システム開発・検証」につきましては、ＯＳ及びミドルウェアのバージョン

アップに伴う外付システムに対する影響調査と要件定義、詳細設計までの工程を完了し、単体

試験及び結合試験を実施しております。 

項番 5の「データ移行等」につきましては、外付システムにおける移行支援ツールの製造を

完了し、来年 2月に実施予定の本番データ移行に向け移行手順書、スケジュールの作成を 9月

に完了しました。 

課題と対応です。新システムへのサーバ等切替作業を来年 2月 28日（金）から 3月 2日（日）

の 3日間で行い、切り替え後から新システムでの稼動を予定しております。この機器更改は保

険者に設置しております健診端末も同様に行う訳ですが、現在のＯＳは WindowsＸＰで、新シ

ステムのＯＳは Windows7 となっております。全保険者に端末設置を行うには 3 日間を要する

見込みとなっておりますので、今後、保険者と端末設置日を調整するとともに極力短期間で対

応していけるよう関係部署と調整してまいります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり実施できており、「○」とさせていただきました。

また、内部評価につきましても「○」で、「今後予定されている外付システムに係る検証等を

着実に行い、新システムの稼動が円滑に実施できるよう努められたい。」とのご意見をいただ

いております。 

 

③介護福祉部（説明：池田介護福祉部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3 介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進〕 

  計画№3「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進」について説

明いたします。 

計画の内容は、「東京都と連携し、介護給付適正化システムを有効活用し、介護給付費適正

化の推進を図る」というものです。 

これは、15 年度から、国、都道府県、保険者において介護給付適正化対策事業が推進され

ることになりました。これに対し各国保連合会が審査支払業務を通して保有する給付実績から、

保険者が主に介護費用面における適正化対策に活用するための情報提供を行うことになり、本

計画に至っております。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧下さい。 

下 2行の「また」以降を新たなる取り組み事項として整理・追加しております。こちらにつ

いては、前回の経営評価委員会の際、「今後の方向性」として、「保険者が行う適正化事業につ

いて本会が保険者に代わって実施できることを整理・検討する。」と説明しましたが、具体的
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に本計画として追加して実施いたします。 

ここでの適正化支援業務で活用する「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」とは、介

護保険における給付内容と例月の審査では使用していない保険者が保有する要介護認定情報

とを突合して不適切な給付の可能性のある事例を出力する帳票で、既にいくつかの保険者にお

いて非常に有益な帳票であることが実証されています。例えば、「歩行」が「できる」、「移乗」

「移動」が「自立」、障害高齢者自立度が「自立」、意見書「認知症高齢者の日常生活自立度」

が「自立」であるにもかかわらず、訪問介護において通院等乗降介助が請求されているケース

などが、この帳票に出力されます。 

平成 25 年度上半期においては、当該欄に掲げている全ての項目に取り組み、成果を上げて

います。 

執行状況です。項番 1「東京都との調整」では、新たなる取り組み事項となる「認定調査状

況と利用サービス不一致一覧表」を活用した適正化支援業務の実施に関する、今後の進め方に

ついて、東京都と調整を行いました。 

項番 2「保険者が実施している現状の活用情報収集」では、東京都と連携して、保険者（北

区・足立区）に赴き、情報収集をしました。 

項番 3～項番 5 については、「東京都第 2 期介護給付適正化計画（平成 23 年度～平成 26 年

度）」における「保険者機能強化」の中での本会が行う保険者支援の取り組みとなります。 

項番 3「保険者へ有効活用事例の情報提供」と項番 5「システム活用方法等に関する保険者

への説明会開催」として、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」について、10 月 18

日に開催する「介護給付適正化関連システム研修会」において、新たな取り組みとして紹介い

たしました。 

項番 4「介護給付適正化システムの改修等」モニタリングシステムについては、保険者で事

業所実地指導等に活用するための操作方法等にあわせ、システム改修要件についての説明を行

いました。 

項番 6「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用した適正化支援業務の実施

では、先ほどから説明をしています「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用

した適正化支援業務の、（1）実施に向けた各種準備（体制整備等）として、特に北区からは、

当該一覧表を基にケアマネジャーへ確認を行ったうえで過誤調整まで実施しされていること

と、その事務処理方法等の情報収集ができたことで、今後の本会における具体的な実施方法等

について、多くの示唆を得ることができました。 

なお、本会での一括過誤処理の過程におけるケアマネジャーへの聞き取り調査、不適切な給

付であるか否かの確認等については、審査委員会の審査部会を活用し、適正化支援業務の拡充

を図ることを検討しています。 

項番 1 の東京都との調整結果をもとに、10 月 8 日開催の「東京都の介護給付適正化部会」

及び 10月 18 日開催の「介護給付適正化システム研修会」において、今後の方向性等について

保険者に諮り、意見交換をしました。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり進捗しています。 
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既に実施している保険者（北区・足立区）から情報収集を行い、今後の本会における具体的

な実施方法等について示唆を受けることができ、計画どおりの進捗と判断し、「○」とさせて

いただきました。 

また、内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、既に実施している保険者から収集

した情報を参考に、システム開発を含めた実施体制の整備を着実に行われたい。」とご意見を

いただいております。 

 

 〔№6-5 介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムへの対応〕 

  計画№6-5「介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムへの対応」について説明いた

します。 

計画の内容は、国保中央会が次期機器更改に合わせた取り組みとして提唱する、介護保険シ

ステム及び障害者システムの共通的な機能・機器を複数連合会が共同運用センターで共用する、

一拠点集約化システムへの対応を行うものとなります。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧ください。 

今年度の計画は、1つ目として、システム機能要件を実現するため、サーバ等の構築から本

稼動として、現行システムからデータベース及びフォルダ・ファイル等を抽出、一拠点集約化

システムへの移行までを実施いたします。 

また、2つ目として、システム非機能要件として、新たに稼動する共同運用センターでは個

人情報を取り扱うことから、保険者ではあらためて個人情報保護審議会等の承認を得る必要が

生じています。 

昨年度に引き続き、審議会等への答申に必要となる適切な情報提供を行います。また、業務

への影響を踏まえた外付システムの改修を行います。 

平成 25 年度上半期においては、当該欄に掲げている「1－（4）本以降」以外の項目に取り

組み、成果を上げています。 

執行状況です。介護保険と障害者で、国保中央会の委託業者が異なるため、それぞれの作業

として記述しています。「介護全国標準システム」「障害全国標準システム」として、別々にご

説明いたします。 

項番 1「システム機能要件」の（1）機器構築等ですが、介護の機器構築等は、以下のア～

エのとおりとなります。7月上旪までに順次設定等を行い、作業を完了しています。 

障害者の機器構築等は、以下のア～ウのとおりとなります。5月末までに順次設定等を行い、

作業を完了しています。 

（2）仮移行について、介護の仮移行では、6 月に、作業内容・スケジュールの調整等につ

いて、国保中央会の委託業者から提案説明を受け、円滑に作業を開始しています。特に、マス

キング処理については国保中央会の協力を得て、実施しています。 

実施に際しては、データ量が多いことから、2 段階方式にて行っています。その後の運用試

験においては、マスキング処理したデータを使用するため、仮移行を実施した後、個人情報に

該当するデータに対してマスキング処理をしたものを一拠点集約化システムに移行しました。
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仮移行の際、問題の分析に時間を要するケースはあったものの、概ね計画どおり順調に進捗し

ています。 

障害者では、5 月に、介護と同様、各工程での作業内容・スケジュールの調整等について、

国保中央会の委託業者から提案説明を受け、円滑に作業を開始しています。 

介護と異なり、2 段階方式ではなく、本移行同様の移行を行っています。現行のデータベー

スを、一拠点集約化システムの支払等処理サーバに移行し、動作確認を行いました。 

マスキング処理は、介護と同様の処理となり、概ね計画どおり順調に進捗し、この間、不具

合は発生していません。 

（3）連合会運用試験について、介護の連合会運用試験は、一拠点集約化システムをスムー

ズに稼動させるための最後の工程であり、かつ最も重要な工程のため、以下のア～クの 8つの

フェーズで実施しています。現在も継続中であり、一定の成果を得ることができました。 

主な内容のみ、ご説明いたします。 

「ア システム運用試験」は、介護全国標準システムサーバの再起動手順や業務開始処理等

の運用処理機能等の確認を行い、一拠点集約化システムにおける日々のシステム運用が問題な

く実施できることを確認しました。 

「エ 業務処理試験（年次処理）（試験実施主体：東京都国保連合会）」は介護全国標準シス

テムにおける年次処理について、大容量データを処理した場合に、性能面を含めて業務運用に

支障なく動作可能であることを確認しました。 

次に、障害者は以下のア～エの 4つのフェーズで実施しています。 

こちらも、主な内容のみ、ご説明いたします。 

「ア システム運用試験」では、日々のシステム運用で必要な支払等処理サーバ再起動等の

処理について、問題なく運用できることを確認しました。 

項番 2「システム非機能要件」について、「（1）セキュリティ要件」では、特別区・市町村

の各課長会において、4月に、「一拠点集約化システムの実施について」、9月に、「システムの

進捗状況等について」の説明を行っています。 

「（2）外付システム対応」では、外付システム（27 システム）は、データセンタ設置サー

バをはじめ、様々な環境で稼動しており、一拠点集約化に伴い、バージョンアップ版のＯＳ等

が導入されます。 

また、現在の全国標準システムにあわせた設計のため、新システムにあわせた改修が必要な

ことから、委託業者と外付システム対応方針を以下のとおり策定しました。 

自己評価でございますが、概ね計画どおり進捗しています。 

今後の連合会運用試験を実施にあたり、現行の運用に支障のないように本移行をスムーズに

完了できるよう調整する必要があります。 

計画どおりの進捗と判断し、「○」をつけさせていただきました。 

また、内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「円滑な本移行に向け、引き続き

運用試験等を着実に行われたい。」とご意見をいただいております。 
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④企画事業部（説明：並木企画事業部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-1 組織の在り方の見直し〕 

  計画№4-1「組織の在り方の見直し」です。 

計画の内容は、IＴ化の推進による事務処理の効率化や新規事業の実施を踏まえ、組織や職

制を見直し、簡素で効率的な組織運営のため、組織の再編成を行うものであります。 

中ほどの単年度計画ですが、さらなる組織の最適化を実現するため、組織編成の見直し・検

討等を行います。 

その下にあります、上半期の具体的な取り組みですが、項番 1 の、22 年 7 月に改訂した職

員定数適正化計画の進捗管理と必要に応じた見直し、項番 2 の、25 年度職員定数と適正化計

画との乖離検証の結果報告、項番 3 の、定数配置を検討するための、調査・ヒアリングであり

ます。 

具体的な執行状況ですが、項番 1 の、計画策定時の想定事項と現状において、計画変更の必

要性を検証し、その結果、項番 2にあります様、計画変更は不要と判断し、5月に開催された

第 1回経営計画推進本部会議にてその旨を報告いたしました。項番 3の、職員定数配置を検討

するための調査・ヒアリングについては、全部署に対するヒアリングを実施いたしました。ま

た、項番 4 の、事務量調査の実施に伴う事前準備に取り組み、9 月 24 日～27 日を試行期間と

した全体での準備期間を設けました。なお、直近の状況ですが、本番の事務量調査を 10月 10

日から 11月 10日までの 1ヶ月間実施しました。 

次の課題と対応ですが、29 年度に予定されている国保の都道府県化を踏まえ、具体的な内

容が明らかになった段階で、現在の「職員定数適正化計画」を再策定する必要があると考えて

おります。 

また、国保中央会から今年度中に「国保都道府県移行対策委員会」を設置する旨の報告があ

ったことから、冒頭の福永理事長の挨拶にもございましたが 12 月 2 日に新国保制度対策委員

会として、第 1回目の委員会が開かれております。 

次の自己評価は、概ね計画どおりですので「○」とし、次の内部評価も、引き続きの検討に

努める様、指示を戴き、自己評価同様に「○」となりました。 

 

〔№7 被用者保険保険者からの診療報酬等審査支払業務の受託〕 

  計画№7「被用者保険保険者からの診療報酬等審査支払業務の受託」です。 

計画の内容は、被用者保険保険者から受託した場合について一定件数で段階的に処理体制等

を想定した検討及び受託計画の立案や、審査支払業務以外の業務の受託拡大を図ります。 

中ほどの単年度計画ですが、受託件数ごとに業務体制を検討・整備し、依頼の際には、速や

かに受託できる体制を構築します。 

その下にあります、上半期の具体的な取り組みですが、項番 1 の、「相互乗り入れ検討委員

会」での検討、項番 2 の、検討委員会の検討結果を、推進本部等へ報告し、方針決定、項番 3
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の、受託体制の整備と受託です。 

具体的な執行状況ですが、項番 1 にあります様に、「相互乗り入れ検討委員会」の下部組織

として作業部会を設置、6月に 1回目の部会を開催し、検討課題の各部署の分担を決め、その

後、9月に作業部会の報告書を纏め、親会である検討委員会の各委員と調整しています。 

次の課題と対応ですが、国保総合システムによる対応となりますが、システム開発の仕様等

が明らかになった段階で一歩進んだ検討が必要となります。 

次の自己評価は、内部での検討課題の整理の目途が立ちましたので「○」とし、次の内部評

価では、今後の進展による計画中止も視野に入れた指示があり、自己評価同様に「○」となり

ました。 

 

⑤総務部（説明：木村総務部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№4-2 新財政計画の策定〕 

  計画№4-2「新財政計画の策定」です。 

単年度計画は、25 年 2 月に新たな電算処理システム積立金を設置したことにより、財政計

画の内容を修正する必要が生じたので、24 年度決算状況及び積立金に対する課税問題に係る

国の動向を踏まえ改訂版を策定することでございます。 

具体的な取り組みは、財政計画改訂版の策定、理事会等基幹会議への報告、進捗管理でござ

います。 

執行状況です。項番 1「財政計画の策定」では、従来から問題とされておりました「積立金

課税問題」について、6月に全国国保連合会の会計担当者に対し、厚労省からこれまでの経緯

と、国税庁との協議・調整における進捗状況について説明がございました。 

また、昭和 56 年通知と言われている、当時、厚生省から発出された「連合会における経理

事務について」の通知の見直し案も示されたところでございます。 

併せて、全国の国保連合会に対して、8 月末を期限として、20 年度から 24 年度の 5 年間の

収支調査について国保中央会を通じて実施されました。厚労省は、この調査結果を基に、国税

庁へ「積立金課税問題」に対して、最終調整を行っていくということでございます。 

このような状況から、この問題がどうなるか、その方向性によっては、本会や保険者に対し

て大きな影響を与える可能性があり、実務的な対応を優先して取り組む必要があることから財

政計画の策定は見送っている状況でございます。 

次に、項番 3「進捗管理」についてですが、8 月末を期限とした収支調査を基に、9 月から

今後の対応について、厚労省と国税庁との間で協議を再開していく旨、国保中央会から報告を

受けているところでございます。 

ここに記載はございませんが、現在の状況として、この協議について、最終段階に入ってい

ると、10月末に厚労省国保課から全国の国保連合会に対して説明がございました。 

課題と対応です。 
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国から協議結果や改定通知の発出時期など、未だ示されていない状況であります。この問題

につきましては、協議結果の方向性によっては保険者に大きな影響を及ぼすことから、年度末

にかけて予算編成作業が継続していく中で、並行して対応していく必要があると考えておりま

す。まずは、国の動向に注視し、財政計画の見直し及び策定スケジュールは、協議結果や通知

等を考慮した上で、どのように進めていくかを含めて検討していくことを考えております。 

最後に自己評価です。当初の計画スケジュールは遅延しておりますが、できる限り、情報収

集などに努めてきたことから「△」とさせていただきました。 

また、内部評価につきましても「△」で、「積立金課税問題」に関して、今後も国の動向に

注視し、保険者に混乱を来さぬよう適切に対応されたい。とのご意見をいただいております。 

 

〔№4-4 職員研修の充実・強化及び検証〕 

  計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」です。 

単年度計画は、項番 1 職員の自己啓発を促すため、受講者の選定方法を所属長や人事課で

の指名方式から職員自らが受講する研修を選定できるよう変更することでございます。 

項番 2 短時間の研修を取り入れ、部分休業等取得職員についても研修を受講できるように

すること。 

項番 3 研修終了後、研修の効果測定を実施し、検証結果を翌年度の研修実施計画に反映さ

せること。でございます。 

具体的な取り組みは、項番 1「研修の着実な実施」では、本年度の研修実施計画に基づき 28

ページ上段「1」に記載の研修を着実に実施いたします。 

項番 2「充実強化項目の追加」では、研修の一層の充実・強化を図るため、28ページ中段よ

り下の「2」に記載の研修を充実強化項目に加えて実施いたします。 

項番 3「研修の充実・強化」では、「充実強化項目」について、研修後に行った職員アンケ

ートの結果を踏まえた研修時間の見直しと、講師の助言を基に研修カリキュラムを変更いたし

ます。また、短時間研修も取り入れ、部分休業等取得職員につきましても、他の職員と同様に

自己啓発の機会を平等に与えます。 

項番 4「研修効果測定の実施と検証」では、各研修内容に適した研修効果測定を実施し、測

定結果を検証いたします。 

項番 5「人材育成基本方針に基づく研修計画の策定」では、この基本方針に基づき研修基本

方針、研修内容、実施スケジュール等の見直しを図り、研修効果測定の検証結果を次年度以降

の研修実施計画へ反映させます。 

執行状況です。項番 1「研修の着実な実施」では、（1）職層研修については、①の新任研修

から④の管理者研修をそれぞれ実施いたしました。 

（3）のスキルアップ研修は、①の文書作成等研修、③クレーム対応研修、⑤タイムマネジ

メント研修について、係長以下の希望者を対象に実施いたしました。 

（4）の専門研修は、職場ＩＴリーダー育成研修を希望者を対象に年間を通し実施しており

ます。 



 - 16 - 

項番 2「充実強化項目の追加」では、（1）職層研修として、キャリアデザイン研修を同一の

受講者に前半・後半と 2回実施しております。 

また、（2）スキルアップ研修として、ビジネスマナー研修を係長以下の希望者を対象に実施

いたしました。 

項番 3「研修の充実・強化」では、前年度の研修後のアンケート結果を反映させ、講師から

の助言を得て、カリキュラムを調整して実施いたしました。 

項番 4「研修効果測定の実施と検証」では、研修後に受講者に対しアンケート調査を実施し、

理解度を測定しております。 

現在、研修を委託している業者によりアンケート用紙の評価基準が若干異なっており、「理

解できた」とする判定数値が一定ではありませんでした。 

このため、評価結果に対する理解度が研修ごとに異なる結果となっております。今後、様式

の統一化を図って参ります。 

表の中ほどの「文書作成等実務者研修」の第 2 部は、理解度が 69.6%となっております。こ

の第 2部は、本会職員が講師を務めており、本会で実際に使用している決裁書や公文書の作成

など具体的な事例を示した研修となっております。 

受講者の中には、決裁書などの作成経験があり、更なるスキルアップのため受講希望した職

員、あるいは決裁書などの作成経験がなく、基礎から学びたい職員などレベルが様々であり、

理解度に差が出たと分析しております。 

このため、来年度以降は、研修を実施するにあたり、経験者と初心者をランク分けするなど

改善を図って参ります。 

また、現任研修（キャリアデザイン研修）について、50 歳以上の上席主任等を対象に、今

年度初めて実施いたしました。 

理解度 80.6％という結果でございました。アンケート結果を踏まえ今後研修メニューの見

直しを図りたいと考えております。 

（2）は監督者研修及び管理者研修における受講者の行動面、思考面における変化を測定し

たものでございます。1 回目の測定結果はご覧のとおりでございます。2 回目の測定について

は、年内に実施を予定しております。 

課題と対応です。職層研修の充実強化項目として、新たにキャリアデザイン研修を実施しま

したが、受講者には十分な理解が得られませんでした。今後は、カリキュラムの再評価・見直

しを行い、より効果的な研修を実施して参ります。 

最後に自己評価です。概ね計画どおり進行できているので、「○」といたしました。また、

内部評価につきましても「○」で、「受講者に十分な理解が得られなかった研修内容の詳細を

明らかにし、より効果的な研修の実施に努められたい。」とのご意見をいただいております。 

 

⑥システム管理部（説明：松戸システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 



 - 17 - 

〔№6-1 後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応〕 

計画№6-1「後期高齢者医療請求支払システムの機器更改への対応」でございます。 

計画の内容は、20 年度から制度施行された後期高齢者医療制度の診療報酬等の請求支払シ

ステムで使用している機器を、26年度に更改するための 3か年計画です。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧ください。 

今年度の計画内容は、主に、サーバ等の調達機器の設定、外付システムの開発、データ移

行等の実施です。 

4月から 9月までの上半期の具体的な取り組みは、項番 1の基盤環境構築から項番 5のデー

タ移行等です。 

執行状況です。項番 1 の「基盤環境構築」ですが、調達したサーバ等をデータセンタに搬

入・設置するため、電源工事やサーバラックの設置等の作業を行い、5月 1日に完了しており

ます。 

次に項番 2 の「調達機器の搬入、設置及び構築」ですが、調達したサーバ等のデータセン

タへの搬入及び設定作業を、7月 19日に完了しております。 

また、これらの調達機器の一部は、今後稼動を予定しております KDB システムと共有する

機器構成となっております。 

次に項番 3の「外付システム開発・検証」です。 

昨年度に作成した要件定義書に基づき、詳細設計及びプログラム構築を行い、随時、テス

ト工程に移っております。 

次に項番 4の「運用・業務設計」です。 

標準システム及び外付システムの運用設計に関して、システム運用の要件定義書を作成し

ました。現在、この要件定義書を基に、運用設計書を作成しております。 

次に項番 5「データ移行等」です。要件定義書で定めた「移行方式」及び「移行期間」に基

づき、移行設計を行いました。また、国保中央会から、β版アプリケーションと併せて、移

行ツールも提供されており、今後、移行ツールの性能検証を行い、移行計画を確定させます。 

課題と対応です。機器を共有する KDBシステムに関して、9月に故障に対する是正ツールの

適用を行いました。作業は滞りなく完了しましたが、来年度、本システム及び KDB システム

の本稼動後に、このような事態が発生した場合、双方の業務運用を考慮した対応が必要とな

るため、担当者間で情報を共有し、対応して参ります。 

自己評価でございますが、概ね計画どおりに進行することができましたので、「〇」とさせ

ていただきました。また、内部評価につきましても「〇」とされ、「今後予定しているデータ

移行や総合試験等を着実に実施するよう取り組まれたい。」とのご意見をいただいております。 

 

⑦共同電算事業担当（説明：共同電算事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№6-2 後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器更改への対応〕 
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計画№6-2「後期高齢者医療広域連合電算処理システムの機器更改への対応」です。 

計画の内容は、19年度から稼動している本システムについて 24年度にはハードの耐用年数

が 5年に到達するため、機器・端末等の更改と新システムの適用を行うものです。なお、本計

画は東京都後期高齢者医療広域連合からの業務委託を受け本会が行うものです。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧願います。 

今年度の計画内容は、新たに提供される機能等改善版システムを 12 月末までに適用するこ

と、独自システムの機器更改と新システムをそれぞれ 9 月・12 月末までに実施し、適用後は

旧環境を撤去し、25年度において計画が終了する予定としています。 

執行状況です。項番 1 は、国保中央会から順次 5 段階に提供されるシステムのうち、24 年

度内に 2 つの適用を終えており、残りの 3 段階のうち記載のとおりリリース 4・リリース 4-1

をそれぞれ機能検証・運用検証を終え、広域連合との仕様調整を経て、適用を行いました。9

月 26日には、最終版のリリース 4-2が提供され、12月末までの本番適用期限に向け影響調査

を実施中です。項番 2 は、独自システムの更改であり、記載のとおり機器調達等が完了してい

ます。 

課題と対応です。本システム運用後の東京都独自の問題ですが、区市町村へのデータ配信に

おいて機能動作が安定しないため、SE 監視のうえ、納品物の遅延が発生しないよう対策を行

っています。ここに記載はございませんが、現在の状況として、国保中央会から対応方法が提

示され実施したところ、本事象は解消されております。 

自己評価ですが、全て計画どおりに実行することができたため評価を「○」といたしました。 

内部評価につきましても「○」とされ、「新システムのリリース 4-2 の適用にあたっては、

引き続き、機能検証及び運用への影響調査を確実に行い、円滑な実施に努められたい。」との

意見をいただいております。 

 

〔№6-3 後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムから国保総合システムの保険者レ 

セプト管理システムへの移行〕 

計画№6-3「後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムから国保総合システムの保険者

レセプト管理システムへの移行」です。 

計画の内容は、20 年度に国保中央会が開発した後期高齢者医療で使用している「旧レセプ

ト管理システム」のシステム保守期限が 25 年 3 月末となっているため、後期高齢のレセプト

データを 24年度中に移行し、25年度から国保総合システムの保険者レセプト管理システムを

使用するものでございます。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧願います。 

今年度の計画内容は、本稼動及び移行対象外のデータ提供と旧環境の撤去となります。 

執行状況です。項番 1の未移行データの還元は、簡易検索アプリケーションとともに、ハー

ドディスクにレセプトデータを格納し 5月末に広域連合への納品が完了しました。なお、未移

行期間のレセプト開示請求などへの対応から本会でハードディスクを管理することとしてい

ます。項番 2のサーバ機器等の撤去は、記載の日にそれぞれ撤去を完了させています。 
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以上のことから、本計画については、当初の目標を達成したため上半期を以って取り組みを

終了いたします。 

自己評価ですが、計画どおりに実行することができ、特に機器の撤去にあたっては、予定よ

りも約半月早く完了することができたため、評価を「◎」といたしました。 

内部評価も同じとされ、「本計画の取り組みを終了するが、システムの安定稼動に努められ

たい。」との意見をいただいております。 

 

〔№6-6 保険財政共同安定化事業における事業対象医療費拡大への対応〕 

計画№6-6「保険財政共同安定化事業における事業対象医療費拡大への対応」でございます。 

この計画は、本年度を初年度として取り組むものであります。 

計画の内容は、都内、区市町村国保保険者の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、レ

セプト 1 件あたり 30 万円を超える医療費について、同国保保険者の拠出により負担を共有す

る共同事業である「保険財政共同安定化事業」について、平成 27 年から事業対象が全ての医

療費に拡大されることに伴うシステム開発等の対応を行うものです。 

同ページ中央の平成 25年度の単年度計画をご覧願います。 

今年度の計画内容は、関係団体等からの情報収集と事業拡大後の事業規模の試算のためのシ

ミュレーションの実施や、事務処理運用及びシステムの開発要件の検討を行います。 

具体的な取り組みは、項番 1から 5の記載のとおりです。 

執行状況です。項番 1の情報収集等は、保険財政共同安定化事業の対象医療費拡大後の本事

業の拠出金・交付金の算定要件等について早期提示依頼の要請を行いました。また、社会保障

制度改革国民会議において、国保の運営主体を都道府県が担うことを基本とする方針が示され

ましたが、本事業や高額医療費共同事業の継続について未定となっているため、東京都の保険

財政安定化連携会議へ参加し、情報収集を行いました。 

項番 2 のシミュレーションについては、事業規模を試算するために前提条件を設けた上で、

23年度と 24年度の推計値データを提供しました。項番 4及び 5は、事業拡大後のシステム開

発の要件や方式の検討と本会の柔道整復等療養費業務の事務処理運用の検討を実施しました。 

課題と対応です。取り組み事項の項番 3～5 に関することですが、本会と保険者における事

務処理の運用の変更やデータ授受方式の検討が必要となることから、これらの課題について早

期に検討を終了し、保険者へ説明を行う必要があります。 

自己評価ですが、概ね計画どおりに進行することができたため、評価を「○」といたしまし

た。 

内部評価も同じとされ、「引き続き、東京都との連携を密にし、情報収集等に努めるととも

に、保険者業務に影響が生じることが想定される事項について優先的に検討・整理されたい。」

との意見をいただいております。 
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～質 疑～ 

 

（河津委員） 

 貴会の事業において最も重要である査定率の問題が計画№1-1「審査委員会による査定率の

向上」、計画№1-2「審査事務共助の充実」に出ております。大変な好成績であって、私として

は「◎」でも良いくらいだと思っております。計画№1-1の方は、今後の課題について情報収

集を努めながら操作マニュアルの随時更新、と書かれており、執行状況の方で多様なことをな

さっていて、これによって目標減点点数を上回っているということが分かるのですが、特にど

のあたりに重点を置かれたのかということが分かれば教えていただきたいと思います。 

また、計画№1-2 の方は、課題と対応について、医療機関の請求傾向が変わるということで

絶えずやりとりが大変で、減点点数を維持することが難しくなってきている、と書かれており

ます。そのため、今年度はかなりの好成績でありますが、やはり相手方があることなので、維

持していくのが難しいという中で、結論部分では、学習時間の確保が必要だということになっ

ております。学習時間の確保ということは具体的にどのようにして可能となるのでしょうか。 

更に後半の方では研修計画があるのですが、全体の研修計画と、このあたりの学習時間の確

保等に繋がりがあるのかどうか、その点についても触れていただければと思います。 

 

（小椋審査第一部長） 

 計画№1-1の力を入れた部分に関しては、事務職員の育成でございます。査定率を向上させ

るためには、審査委員との濃密なコミュニケーションが必要になり、審査委員との会話に耐え

る高度な知識を習得するために、特に項番 4「審査委員会対応職員の知識向上のための研修会

の実施」のとおり、審査事務共助指導課で毎月実施している内部研修に積極的に参加し、職員

の資質の向上に努めました。 

 2 つ目のご質問である計画№1-2 の学習時間の確保に関して、職員の資質の向上ということ

で努めてまいりましたが、時間が目一杯な中、これだけの研修を実施しておりますので、新た

な時間の確保は難しくなってきております。 

 査定率向上を図るひとつの方法として、26 年度からになりますが、他県連合会で使用実績

がある審査結果照会システムというパッケージソフトがございます。これを導入しますと、一

次審査・再審査の審査結果情報が容易に照会可能となる、分析作業が効率化できるものとなっ

ております。現在、手作業で医療機関別の傾向等を把握しておりましたが、そういったものを

活用し、なるべく分析に係る職員の手を機械化し、正確かつ迅速にできるようなものを図りつ

つ、研修等の時間について確保して参りたいと考えております。 

 

（河津委員） 

 今のお話を伺いますと、学習時間の確保というのは、自習ではなく、研修といった意味合い

ということで、研修時間をどのように確保するのかということが主である、ということでしょ

うか。ソフト面や機器の対応ということもあると思うので、複合的でもあると思いますが、先
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程の職員の資質向上がポイントだという話があって、学習時間の確保ということに繋がるので

すが、意味合いとしてはいわゆる研修時間の確保という理解でよろしいのでしょうか。 

 

（小椋審査第一部長） 

 内容が高度化する中で、消化器という大きな括りではなく、臓器別に内容を深めた研修、そ

れに加えて、現場の病院等を訪問させていただいて、現場ではどういった医療が提供されてい

るのか、といった内容的なものを含めトータルで資質向上が出来ればということで記載してお

ります。 

 

（取違副座長） 

 今のご質問に関連しているのですが、計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」を拝見

しておりますと、研修項目が評価され、充実していると見受けられます。それらの研修の中で、

研修効果測定の実施と検証というものが執行状況の項番 4に記載されております。新任研修か

らクレーム対応、タイムマネジメント研修、スキルアップ研修とあり、効果測定が行われてい

るということですが、専門研修は飛ばして、キャリアデザインの効果測定となっております。

専門研修についての効果測定等も今後実施なさっていく方針なのでしょうか。 

 

（木村総務部長） 

 専門研修につきましては評価が入っていない、ということでございますが、専門研修につき

ましては、先程の計画№1-2「審査事務共助の充実」の執行状況の項番 7「職員の知識向上の

ための研修」の後段部分に記載のとおり 24年度・25年度採用職員研修からエキスパート研修

等を実施しております。24 年度・25 年度の採用職員研修では毎月研修を実施し、それぞれ研

修後に日誌の形式で提出しており、概ね理解を得られているという結果が出ております。 

エキスパート研修や、今お話にはございませんでしたが情報処理主任者、いわゆる IT の研

修では年間を通じて実施しており、年間のカリキュラムが終了した段階で効果測定を実施する

ということにしております。直近では 12 月に全てのカリキュラムが終了しましたので、次回

の評価委員会でご報告いたします。 

 審査の実務者研修については、効果測定を実施しておりません。今後、担当部署とも調整の

うえ、効果測定ができるように図って参ります。 

 

（植村座長） 

 計画№2-2「保険者に提供する医療費等統計情報の分析・活用方法に係る提案」について、

国保中央会の KDBシステムの稼動が遅れているというお話がありましたが、当初の予定であっ

た単独の外付システムから KDBシステムの方へ計画内容を変更したということで、医療と介護

と特定健診、そのデータを紐づけして保健事業に生かしていこうという意味合いであると思っ

ています。KDB システムでは保険者が行う保健事業についてどうメリットがあるのか、また、

KDB システムが遅れているということで保険者の保健事業にどのようなデメリットというか、
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支障が生じているのか教えていただければと思います。 

 もう 1点は、計画№3「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付費適正化の推進」

介護給付の適正化ということで、国の方が推進していることでもあるのですけれども、保険給

付は現物給付であり、保険医療機関は保険で定められた医療の内容を行うということになって

いますから、これは定められた医療ではないのではないかということで査定するということが

出来るのであると思います。一方、介護の場合は現金給付という制度上の作りとなっています

から、介護事業所では基本的には本人の希望により提供するということですので、事業所に対

してこの内容は適切ではないのではないかというような「指導」はできますが、事業所から見

れば、本人の希望によりサービスを提供しているので、カットしたり直したりということは建

前上はできないということになると思います。これだけのシステム開発コストを払って、実際、

介護の保険者としてどれくらいの効果を見込めるのか、ご説明いただきたいと思います。 

 

（岡田保健事業担当部長） 

 まず、計画№2-2 のご質問の方からお答えいたします。KDB システムについては、保険者が

行う保健事業の基礎データを策定する場合に使用していただくこととなります。基礎データで

ございますので、保健事業を行った後、その検証等についても比較対照するために、このデー

タを使っていただくこととなります。特定健診等について外付システムというのがございまし

て、そちらの方で疾病別の医療費分析というのが出ておりますが、こちらの方は特定健診等で

作成したものになりますので、生活習慣病に特化したものでございます。KDB はそれ以外にも

骨折やその他諸々のデータが出てくるので、より多いデータで保健事業が実施できるというこ

ととなります。もう 1 点としては、全国規模でございますので、全国との比較ですとか同規模

保険者との比較等もできることとなります。ご質問の中にもありましたとおり、今回の取り組

みは今まではバラバラだったデータを 1本にまとめるということでありまして、同じ人が医療

にかかり、健診にかかり、介護を受けるということも紐づけをすることによって、より詳細な

保健事業ができるのではないかということとなっております。 

 8月に、国保中央会からシステム開始時期が延伸になる可能性もあるという説明があったこ

とから、本会としても延伸することで方針決定し、その旨を保険者様にご納得、ご了解をいた

だきまして延伸することとしております。その際に、全ての参加している保険者の方に私ども

の職員が赴きまして、ご説明をさせていただいたところ、今までにないデータベースでござい

ますので、これを具体的にどう使用するかというのを決めている訳ではなく、今後その内容を

見ながら徐々に使用していくことになるため、特段不都合な点はないということであったこと

から、延伸させていただいております。 

 先程から、延伸ということで説明しておりますが、国保中央会から 10 月には延伸の可能性

があるということでございましたので、そのような話をさせていただいております。現段階で

は私どもの方で成果物や運用内容等について検証しているところで、検証が終了次第、保険者

様の方には提供させていただきたいと考えております。 
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（池田介護福祉部長） 

 計画№3のご質問について、お答えいたします。費用対効果ということでございますが、一

覧表を作成して、再点検し確認するというベースになるものは、国保中央会が開発しておりま

す標準システムでございます。このベースになるシステムを、効率的に本会で一括して処理す

るためにカスタマイズ、外付けをしているところでございます。先程のご質問にもありました

とおり、一方的に過誤調整し、支払ったお金を戻すというのは当然無理な話になりますので、

地道な作業でございますが、一覧表を基に事業所に確認をし、了承を得たものに過誤調整し、

お金を保険者に戻すことになっております。 

 先程もご説明をいたしましたが、北区で先行して実施しているものを参考にすると、北区の

規模で年間の回収額が 60 万程実績があります。東京都全体に北区の取り扱い件数を比例式で

当てはめますと、年間 2,000 万程度を見込んでおります。25 年度に準備をしまして、26 年度

の途中から開始を予定しておりますので、そういった点では 26 年度には 2,000 万に満たなく

とも、27年度中にはその効果が出るという試算でございます。 

 余談ではございますが、厚生労働省はこちらの適正化事業を保険者に情報提供するだけでな

く、本会に委託をということで再三、会議等でその旨の発言をしているところでございます。

また、発生する経費は本会が保険者からいただいております審査支払手数料で賄ってほしいと

いうことで、そのように取り組んでいるところでございます。 

 

（河津委員） 

 もう 1点ご質問をさせていただきたいのですが、冒頭の理事長からの話にもあって、大変以

前から気にかかっている支払基金との関係の問題がございます。計画№7で相互乗り入れの部

分が書かれているわけですけれども、先ほどの理事長の話では支払基金へのより広域的な一本

化ということよりも、地域保険の中で、むしろ国保の中に支払基金を取り込んだ方が、実際に

はより効果的ではないか、この問題は単なる狭い意味での広域化の問題だけではなくて、国保

連合会のほうが現在ある様々な国保関連の事業を一緒にやっているわけですから、より広い意

味でどちらが効率的かという議論なのだろうと思います。更にそれが効果的であるかというこ

とだと思いますが、支払基金に審査支払機能が移された場合には、国保連合会とか保険者にど

ういう影響があるのかということを、再度見解をご説明いただくと同時に、計画№7の中では、

相互乗り入れということなので「国等の検討状況に進展が見られない場合は、計画の中止も視

野に入れ」と内部評価に書いてあるのですが、これはあくまでも支払基金を取り込んだ場合の

研究ということは独自にでもやっておくべきことが戦略上重要だと思うのですけれども、ここ

のところの内部評価の意味が「計画の中止も視野に入れ」という部分はあくまでも国の部分だ

けであって、本会としては依然として、とりあえずは相互乗り入れだけれども、将来的に支払

基金を統合した場合にスムーズに動けるように今から準備をしておくという理解でよろしい

でしょうか。その 2点の確認をお願いします。 
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 （加島専務理事） 

規制改革会議において議論されている審査部門を支払基金に、という話は我々としては全く考

えられないことです。 

理事長が申しましたように、国保連合会に支払基金の審査部門が吸収されるのは、システムだ

けの問題であって、それは出来ると思います。逆に本会の審査部門を支払基金に移すことは、今

我々がやっている共同事業、資格管理から高額療養費の計算、ジェネリック差額通知等、そうい

う保険者からの委託を受けている業務が、レセプトと切り離されているということは全く考えら

れないので、システムですからやれないことはないのですが、それを全部支払基金で審査して、

その情報だけを国保連合会にもらってということは、大変なシステム変更になりますし、あまり

考えられないということで、今回色々と国保連合会としての声明文を出していった訳です。 

先生のおっしゃるように、国保連合会に支払基金を統合する準備を進めたほうがいいのではな

いかということについては、そのとおりであると思うのですが、私個人的にはそんな難しいこと

ではないのかなと思います。審査機構を、ただ支払基金が今やっているシステムをうちの国保連

合会のシステムで支払基金の審査委員の先生がそのまま使っていただければ、単に件数を増やす

だけですので、場所の問題が解決すれば、それなりの検討を進めれば出来ないことではないと考

えています。先生のおっしゃっている点について、まだ具体的な検討はしていませんけども、是

非研究してまいりたいと思います。 

それから計画№7の競争をさせるための問題については、国保連合会と支払基金の相互乗り入

れが法律的にできるようになっているので、システムだけの問題、それを解決できれば小さな健

康保険組合が国保連合会にお願いしようということが出来るわけです。逆に小さな町村が、審査

だけは支払基金でやりましょうと、考えるかはさておき、共同事業を国保連合会と切り離してや

れるかというと問題はありますけれども、そういう場面に置いたほうが、国保連合会にとっても

支払基金にとっても得策ではないかということから、研究テーマとしてはずっとやってきている

のですが、国の方が相互に競争するだけのシステムを作る経費をどこで捻出するかという問題が

あります。我々は保険者からもらっている手数料でシステム開発等を行っていますので、その手

数料を相互乗り入れのためのお金としては使えないため、厚生労働省が競争させるのだからシス

テムの経費は国費で賄いましょう、ということになれば、割と早く話は進むと思うので、それは

再三我々としても国保中央会を通じて厚生労働省には言っておりますが、なかなか踏み込んでな

いのが現状でございます。 

この研究は引き続き続けるのですが、もし、この問題に進展が見られないようだったら、この

経営計画の中の項目として継続させることについては、難しいと判断しまして、このように書か

せていただきました。 

 

（河津委員） 

技術的な問題がさほど難しい問題ではないということが今伺って思いました。統合問題につ

きましては、今お話がありましたように、きちんと理を尽くして見解を説明すれば、おそらく

世論も理解を示してくれるのではないかと思います。学識経験者が集まっている委員会等でも
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単に一つにまとめればいいといった議論が起きるということは、やっぱり事柄が本当はどうい

うことなのかということが、十分に世の中に理解がされていないということだと思います。そ

の辺についてはもう尐し、マスコミに対してですけれども、様々な戦略を考えて、国民に正し

き理解が行き渡るような展開をされることが良いのではという風に私は思いますけれども、そ

こまでに留めておきたいと思います。 

 

 （植村座長） 

ありがとうございました。これは非常に貴会の事業の根源的、基本的な問題であると考えて

おります。先程理事長の挨拶でもありましたけれども、国保の広域化、都道府県化という問題

に密接に関わってきている問題でもあると思います。元々、国保連合会が審査支払を行ってい

るというのは、支払基金の場合とは違います。保険者が自ら審査支払を行うことを推進すると

いうのは、一方の方向性でありますが、保険者自らが審査支払を行うのを共同で実施している

のが国保連合会であって、言わば保険者の連合体であるという訳です。それを支払基金に統合

するというのは、話の筋が全くおかしいという話になるかと思います。もし都道府県単位で保

険者の事業を行うこととなれば、国保連合会とある意味表裏一体であり、場合によっては国保

連合会が保険者となるというようなことになるかと思います。その辺りの動向を見ながら、貴

会の意義というか、存在の役割をきちんとご説明いただくことが重要であると思います。 

  

（取違副座長） 

  システムの構築が相当大きな問題であり、5年毎の更改だと思いますが、介護保険審査支払

等システムと障害者総合支援給付費支払システム等、システム毎にメーカーが違うといったこ

ともお話されていましたが、非常にやりにくいというか、マッチングがしづらい感じがするの

ですが、メーカーは違う、外付けが多々ある、そこに 5年毎の更改が行われているということ

があっては、お金がいくらあっても足りないのではないかと思います。 

  国保中央会の KDBシステムも、コンサルがどうこうといっても、これを導入するという話は

何年も前に決まっていた訳であり、数年前から検討されている話なのに、システム開発が遅れ

ているのはどうなのか、という気もします。要するにシステムについての取り組みが、縦割り

というか、壁が厚いように見受けられます。5年毎の更改時のハードだけではなく、ソフトの

部分についても制度改正の都度手を加えていくと思われるので、その経費を圧縮するための方

策というのを東京都の国保連合会としてもある程度考えていかなくてはならないかと思いま

す。 

 

（平澤事務局長） 

  東京都の国保連合会は 5年毎に更改をしていかなければならないのですが、全てのシステム

を国保中央会が抱えており、標準システムと言われています。KDBもそうですが、国保・介護・

後期高齢者についても標準システムは国保中央会が作ることとなっており、これのお守りをす

るためには毎年負担金を払い、開発の時には国から経費が出たり、皆がお金を寄せ合ったり、
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色々な形があります。先程のご質問にもありましたが、47 都道府県があると、どうしてもそ

れぞれの地域性が出てまいります。それをカスタマイズすると費用が発生し、47 都道府県が

それぞれ持っているのが現状です。ここにかなりの体力と、財力を使わなければいけないとい

うことです。機器とカスタマイズ費用、データ移行費用が掛かりますので、国保と後期で余裕

を持って積立金を積んでおかないとできないということです。 

問題となるのが、先程あったとおり KDBシステムも 3年も 4年も前から計画を立てているの

に今遅れが生じているという状況は、国保中央会が標準システムを作っていると言いながら、

国保中央会は各国保連合会とは違い現場を持っていないので、現場の保険者・国保連合会の意

向をどう組み取るのかという作業が相当大変であるということです。国保総合システムでかな

り混乱したのは、全部を聞き取れなかったために不十分なシステムになってしまったというこ

とがあります。  

 

（植村座長） 

その他、何かご意見等はございますか。 

 

～な し～ 

 

（植村座長） 

私の役目はこれにて終了となります。 

皆様のご協力によりましてスムーズに議事を進行することができました。ありがとうござい

ました。 

 

（3）閉会 

（加島専務理事） 

長時間に渡りまして熱心なご審議、ありがとうございました。 

委員の皆様から頂いた外部評価結果や本会事業に対する意見・助言等を尊重し、職員一丸と

なって計画の推進に努めていく所存ですので、今後ともご指導の程よろしくお願い申し上げま

す。 

なお、取違副座長におかれましては、ご都合により今回の経営評価委員会をもちましてご退

任されます。ここで、取違副座長よりご挨拶を賜りたいと存じますので、宜しくお願いいたし

ます。 

 

（取違副座長） 

 全くの素人でありますので、とんでもないことをご質問してご迷惑を掛けたかも分かりませ

んが、中々やはり役所、というかこういった世界は大変であるとつくづく実感いたしました。 

何らかの貢献が出来たかというより、私の方が教えられることばかりで本当にお世話になり

ました。 
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これから、日本の社会の高齢化のピッチが進んでいって、医療費や介護保険の費用が相当膨

大に膨れ上がっていくと思いますが、皆様のご努力によって、なるべく抑え込んで国民一人一

人の負担を小さくしていっていただきたいと思います。 

短い期間ではありましたが、本当にありがとうございました。 

 

（加島専務理事） 

ありがとうございました。平成 22 年 12 月の評価委員会から約 3 年間にわたりご多用の中、

評価委員会の副座長としてご尽力いただきました。本会を代表し、改めてお礼を申し上げます

とともに、今後のご活躍をお祈りいたします。 

それでは、これにて経営評価委員会を終了いたしますが、次回の開催は、来年 7月を予定し

ております。日程調整につきましては、後日、事務局からご連絡申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 

【問い合わせ先】 

東京都国民健康保険団体連合会 

企画事業部 企画課 企画係 

ＴＥＬ ０３－６２３８－０１３８  

ＦＡＸ ０３－６２３８－００３３ 


