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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 26年度 第 1回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 26年 7月 16日（水） 午前 9時 30分から 11時 30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〕 

久保村 俊昭 〔株式会社 毎日新聞ネット 取締役相談役〕 

        （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 10名 

4 議 題 

（1）平成 25年度における年度総括及び外部評価について 

（2）平成 25年度決算について 

 

5 会議経過 

（1）開会 

（加島専務理事） 

本日は、ご多用のところお越しいただきありがとうございます。 

只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 26 年度第 1 回経営評価委員会」を開会

いたします。 

  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） 

理事長の福永でございます。 

開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

本日は、委員の皆様におかれましては、ご多用のところ、お集まりいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

まず初めに、国保制度や本会をめぐる情勢について触れさせていただきます。 

国保の都道府県化につきましては、「国保基盤強化協議会」の事務レベルワーキンググルー

プにおいて中間取りまとめに向けた詰めの作業が行われました。今後、8 月上旪に開催予定

の政務レベルの協議を経て公表されると聞いておりますので、引き続き注視してまいります。 

次に、政府の規制改革会議は、6月 13日に第 2 次答申をまとめました。この答申の中には、

本会が重大な関心を寄せていた審査支払機関の統合について盛り込まれませんでした。一

方、希望する保険者が審査支払機関のレセプト審査の前に点検を可能とする、いわゆる「保
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険者直接点検」の導入が盛り込まれております。 

今後、厚生労働省は、具体的な制度設計に着手するとしておりますので、本会といたしま

しても国保中央会と協力し、対応を検討してまいりたいと考えております。 

このような情勢の中、本会の第 2 次経営計画の取り組みも最終年度である 3 年目に入り、

各担当部署では目標達成に向け鋭意取り組んでいる一方で、平成 27年度以降の新たな経営計

画の策定に向け、検討を行っているところでございます。 

本日は、2年目であります平成 25年度における各計画事項の取り組み実績を報告いたしま

すので、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） 

続きまして、委員の変更がございましたので、ご紹介をさせていただきたいと存じます。

本年 3月 31日をもちまして、副座長でありました取違委員が退任されました。その後任とい

たしまして「株式会社 毎日新聞ネット 取締役相談役 久保村 委員」に副座長としてご

就任をいただいております。 

ここで、久保村委員から、ひと言ご挨拶を頂戴いただければと存じます。 

 

 （久保村副座長） 

  久保村でございます。微力ではございますが、貴会のこれからの発展に尐しでも寄与でき

るようにと思っております。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、久保村委員のご略歴につきましては、資料№5「経営評

価委員会 委員プロフィール」をご覧いただきたいと存じます。 

なお、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 3件ございます。 

資料№1 のタイムテーブルにしたがって、担当部署から説明を申し上げ、その後に、委員

の皆様から質疑をいただきたいと存じます。 

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） 

座長の植村でございます。 

それでは、時間の都合もございますので、議事に入りたいと思いますが、委員の皆様には、

第三者の立場から客観的なご意見をいただければと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

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ければと

思います。 
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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

しての評価とさせていただきます。 

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。 

議題の（1）「平成 25 年度における年度総括及び外部評価について」、（2）「平成 25 年度決

算について」の 2議案について一括審議いたします。 

それでは、「平成 25 年度における年度総括及び外部評価について」審査第 1 部から説明願

います。 

 

 

（2）議題 

ア 平成 25年度における年度総括及び外部評価について 

 

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〕 

計画の内容は、審査精度を高めるため、原審査を充実・強化し、原審査査定率の向上に努

めるものでございます。 

期待される効果は、原審査の精度を高め、再審査連合会責任分を減尐させることで、保険

者から本会に対する信頼を確保することができるというものでございます。 

年度別計画は、減点点数を目標数値に設定し、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、段階的に最終年度の 26 年度ま

でに月平均 1,186万 1,000点、年間合計 1億 4,233万 2,000点とするものです。 

25年度の執行状況の「査定状況」の表ですが、③「査定減点数」と④「査定増点数」を相

殺したものが⑤「査定増減点数合計」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、上段が上半期の各月の実績と上半期合計及びその平

均、下段が下半期の各月の実績と年度合計及びその平均でございます。 

結果から申し上げますと、①「審査委員会による減点分」の年度合計である「4～3月合計」

欄を見ていただきますと 1億 6,990万 2,417点、その右隣の年度平均は 1,415万 8,535点で、

25年度目標数値を大幅に超える実績となっており、「計画№1-2」分である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 0.232％となっております。 

それでは、具体的な取り組みですが 5点ございます。 

項番 1「画面審査の強化」でございます。 

「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、年度途中で交代した審査委員に随時レクチャーを実施しました。また、審査委員会用の
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共有フォルダを作成してデータを格納し、全審査委員が速やかに閲覧できる環境を整えまし

た。 

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」につきましては、「疑義付せん項目」、「診

療科ごとの取り決め事項」の拡大や「事務付託」を頂く等、減点に繋げる案件について実施

いたしました。その前段として、①の「事務局 3 者打ち合わせ」を行い、情報を共有してそ

れぞれの立場で意見を出し合い、検討することで、②の「審査委員を交えた会議の実施」に

結びつけました。開催日、診療科についてはご覧のとおりです。 

「（2）社保・国保審査関係連絡協議会の実施」でございます。この会議は、診療報酬審査

機関である「支払基金東京支部」と「本会」が、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、記載のとおり協議いたし

ました。 

「（3）審査委員による審査委員への研修会の実施（保険診療に関する内容）」につきまして

は、審査の専門知識の習得を目的としています。科別請求の医療機関においても診療内容は

多種多様であり、自分の専門外についてもこの研修会からその知識を習得し、オールマイテ

ィに審査に当たれるように取り組んでおります。実施日、研修テーマはご覧のとおりです。 

次に、項番 3「審査結果票の見直し」でございますが、4月から 9月、10 月から 12月は準

備期間として、変更案の作成や審査委員会及び関連部署との調整を行いました。1 月から 3

月は、その月の審査終了後に新審査結果票の記載内容を確認し、次月の事務共助若しくは本

会独自システムの医別外付け機能の追加を行う等、効率的な審査に役立てました。 

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」でございます。 

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、知識の共有を図っております。 

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。 

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、先にご説明した「事務局 3者打合せ」で情報共有を図っております。 

（その他）として、「（1）審査委員会対応職員の充実」でございます。昨年 6月の審査委員

会から審査事務共助指導課職員を加えて対応を行ったことで、審査委員からの疑義付箋貼付

等に対する質問に、的確かつ迅速に回答できるようになりました。 

「（2）審査時間及び事務共助時間（期間）の確保」でございます。原審査の審査時間を確

保するため、審査委員会全体会議等で「再審査」、「突合審査」及び「専門審査」の会期外処

理日程を周知徹底しました。また、事務共助時間（期間）の確保については、審査委員が会

期外処理のため来会した際に、会期中の来会日や来会時間の予定をあらかじめ確認すること

により、審査事務共助指導課では来会日等にあわせて計画的に事務共助を行っております。 

自己評価でございますが、会期外処理を含め審査委員会を運営する事務局として、審査委

員会に対応する職員配置、日程の周知、来会日の確認等、環境面等を工夫することで目標の

減点点数を上回ることができましたので「Ａ」評価といたしました。 
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内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」で、「今後とも、審査の充実に向けた体制整

備を行うとともに、画面審査の一層の活用、審査委員会対応職員の資質の向上、審査委員と

の更なる連携を図る等の対応により、目標減点点数を上回る結果が得られるよう努められた

い。」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、審査委員会対応職員の資質の向上に努め、更に有効な取り組みが行

えるよう対応してまいります。 

  

②審査事務共助・療養費担当（説明：田中審査事務共助療養費担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-2 審査事務共助の充実〕 

計画の内容は、計画№1-1と同様でございます。 

期待される効果は、職員が審査事務共助を充実し確実に実施することで、審査委員の効果

的な審査に繋がるというものでございます。 

年度別計画は、本計画も計画№1-1 と同様に目標を減点点数としており、25 年度の審査事

務共助による減点点数の目標につきましては、月平均 1,672万 4千点、年間合計 2億 68万 8

千点でございます。 

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。これは、目標値を明らかにして担当課及び個々の取り組みを具体化する

ため、本計画の減点点数目標の月平均 1,672 万 4 千点のうち、審査事務共助指導課では月平

均 1,072万 4 千点（1 人あたり 41万 2,500点）、事務審査課では月平均 600 万点を設定いた

しました。 

結果は、参考の表、右下部分の「平均」をご覧願います。①審査事務共助指導課分として

月平均1,800万873点、②事務審査課分として月平均592万8,797点で、③合計の月平均 2,392

万 9,669点、その左隣の合計、年間合計は 2 億 8,715 万 6,029点となり、本計画の目標数値

を超える実績となっております。 

続きまして項番 2と項番 3はシステムを活用した事務共助の強化の手法でございます。 

まず、項番 2 の国保中央会の標準システムであります審査支援システムの活用についてで

すが、確認ランプは医療的内容でございますので、審査委員判断となることからこの点検項

目の決定については審査委員会の了承が必要になります。3月までのコード数は 14,785コー

ド中 595コードを使用しております。 

算定ルール及び横覧審査は事務的内容になります。算定ルールは 2,795 コード中 1,371 コ

ード、横覧審査は 226 コード中 205コードを使用しています。 

いずれにしましても審査支援システムの項目設定につきましては、効率よく減点に結びつ

く項目を精査して設定しております。 

項番 3の審査事務共助支援システム、本会の独自システムの活用でございます。 

項目設定については、審査委員の要望にそって医療機関別及び全医療機関にかけるものと
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わけております。審査委員とコミニュケーションを図り、検証を重ね、効率的で効果的かど

うかを判断し、表にありますとおり毎月、項目を追加したり削除したりしております。 

項番 4「重点共助の実施」でございます。入院レセプトの審査事務共助については、審査

事務共助指導課において専門職が中心となって医療機関の請求傾向等を検証し重点的に行い

ました。 

項番 5「審査委員担当制の実施」でございます。専門的な医療内容及び診療科に特化した

事務共助の拡充を目指し、専門審査・診療科ごとに審査委員担当として職員を配置しました。 

項番 6「審査第 1 部全体会議の開催」でございます。審査委員が真に求める事務共助の実

施、査定率向上に向けた現状での課題等を解決するため審査課、再審査課及び審査事務共助

指導課、それぞれの立場で意見を出し合い、また 3 課での対応を含めた情報交換、検討を行

い取り組んでまいりました。 

項番 7「職員の知識向上のための研修」でございます。職員の資質の向上を目指し、研修

は「審査第 1 部対象」、「事務審査課対象」及び専門職育成のための「エキスパート研修」を

行いました。恐れ入りますが、詳細はお読み取り願います。 

項番 8「保険者再審査連合会責任分の情報収集」でございます。原審査の減点に結び付く

ような申し出を調査いたしました。 

また、26年度から再審査情報を効率的に原審査に反映するための審査照会システムの導入

準備をいたしました。 

なお、容認率については、24年度平均 0.658％であったものが、25年度平均は 0.555％と

減尐傾向になっております。 

自己評価でございますが、職員の意識や知識の向上の取り組みもあり、目標点数以上の減

点点数となりましたので「Ａ」評価といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」で、「今後も効率的かつ効果的な審査に貢献

するための事務共助のスキルアップ並びに、職員の更なる意識の向上に取り組み、原審査査

定率の向上に努められたい。」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、専門審査分については、今以上の専門性を求めるため専門職で対応

し、一般審査の入院分については、完全に審査委員担当制とすることで審査委員の審査傾向

を十分に理解した、更に効率の良い事務共助を実施してまいります。 

参考として掲載いたしました、21 年度から 25 年度までの 5 年間の請求点数・査定点数等

の推移と再審査の状況でございます。 

本会の 25 年度の査定率は 0.232％で、全国 47 の連合会のランクでは第 9 位となっており

ます。 

 

③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〕 
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この計画の内容は、保健事業に係る保険者ニーズの把握に努め、保険者が行う保健事業に

本会の保健師等が企画・立案段階から参画し効果的な提案を行うことです。 

期待される効果は、保険者の保健事業の充実に寄与し、被保険者の健康保持・増進等を目

的とする保険者機能を高めることができるというものであります。 

年度別計画の 25 年度ですが、今年度、20 保険者へ保健師を派遣し、ホームページ等でそ

れらの支援内容を周知するものです。 

執行状況の項番 1については、20保険者へ保健師の派遣する計画のところ、目標以上の 23

保険者に対し派遣いたしました。 

項番 2 の提案ですが、保険者の行う健康教室や健康づくり相談等について、課題整理を行

い事業内容や、事業を円滑に実施するための提案を 7 保険者に対して行い、これらの提案を

取り入れて保健事業を実施していただいております。 

項番 3の周知につきましては、本会ホームページの本支援活動等を随時更新しております。 

項番 4 は、保健師通信の作成にあたり区市町村保健師へアンケート等を実施いたしまし

た。その結果に基づき、次年度に保健師通信の作成を行うこととしました。 

自己評価でございますが、保健師派遣等、保健事業への支援について、計画どおり達成で

きましたので評価を「Ａ」といたしました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「引き続き、保険者のニーズの

把握に努め、効果的、効率的な保健事業の推進に向けた提案を行うとともに、本会が行う保

険者支援事業を周知し、保険者が行う保健事業の充実に寄与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。 

今後の方向性ですが、支援を行った保険者に対し継続的支援を行うと共に、そのほかの保

険者に対しましても本会の保険者支援事業を周知し支援を行ってまいります。 

 

〔№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。 

計画の内容は、医療費等統計情報について、保険者ニーズに合わせた情報提供ができる様、

調査・検討です。 

期待される効果は、各種統計情報を保険者が有効活用することで、保健事業における費用

対効果の検証、医療費の推移や要因の明確化等を行うことが可能となるというものでありま

す。 

年度別計画の 25年度ですが、モデル保険者の保健事業における課題解決のための助言等を

行うとともに、コンサルティング体制を確立させ、平成 25 年 10 月に試行するＫＤＢシステ

ムについて、より多くの保険者に参加していただくことです。 

執行状況報告の前に、当計画に関して状況が変わりましたので説明します。計画策定の時

点では、本会独自開発の外付システムのデータにより提案等を行う事を想定しておりました

が、国保中央会で開発する、医療、健診、介護のデータを活用して分析できるＫＤＢシステ

ムが、25 年 10 月に試行稼動することから本事業をＫＤＢシステムで行うよう計画変更いた
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しました。 

しかしながら、提供される帳票等を検証した結果、不具合が確認され、本会としては試行

時期を延期することとし、その改修等が未だに完了しておらず保険者への帳票提供に至って

いない状況です。 

当該計画に係る状況は大きく変わりましたが、執行状況を報告いたします。 

項番 1 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アンケートは

実施しておりませんが、4 月に各保険者へ訪問し、ＫＤＢシステム導入に向けて内容説明を

行うとともに、年間を通じて各課長会で、状況等について説明を行いました。 

項番 2 につきましては、ＫＤＢが不完全な状態のため、モデル保険者での実施や他の保険

者への周知が延期となっております。しかしながら、相談のあった保険者に対しては、本会

が独自で開発した外付システムからの医療費等統計情報を活用して情報提供いたしました。 

項番 3 につきましては、外部の学識経験者と、内容やスケジュール等について協議し、コ

ンサルティング体制を確立いたしました。 

項番 4 につきましては、ＫＤＢシステムへの参加促進に向け内部にて会議を開催し、ＫＤ

Ｂの進捗状況に影響されないことも視野に入れてコンサルティングの内容について協議を行

いました。 

自己評価でございますが、ＫＤＢシステムの改善がなされていないため、コンサルタント

事業の開始が遅れることとなってしまいましたが、保険者からの医療費分析の問い合わせに

対する対応やコンサルティング体制の確立等本会で行える事は行ったとして、「Ｂ」とさせて

いただきました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ｂ」で、「今後は KDBシステムのデータ

を活用した統計情報の分析結果の提供や、学識経験者からのアドバイスを保険者に提供する

ことにより、保険者が行う保健事業に貢献できるよう図られたい」とのご意見をいただいて

おります。 

今後の方向性ですが、ＫＤＢシステムは延期しましたが、稼動後にシフトできるようＫＤ

Ｂ参加保険者からモデル保険者を募り、ＫＤＢの帳票も取り入れた内容の事業結果を他の保

険者へ周知してまいります。コンサルティング事業についてはおおまかなスケジュールが引

けましたので詳細を詰めてまいりながら遂行していく予定です。 

 

〔№2-3 特定健診の受診率向上に係る支援〕 

計画の内容は、特定健診等の受診率が、保険者の設定する目標値に近づくよう、受診率向

上に取り組むものです。 

期待される効果は、被保険者が特定健診等を受診することにより、生活習慣を改善し、疾

病の危険因子を縮小し医療費抑制に繋がる。また、受診率向上の後方支援を行うことで、保

険者が策定している「特定健診等実施計画」の目標達成に貢献するというものであります。 

年度別計画の 25年度ですが、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の開催と本会ホームページを活用し、被保
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険者への広報宣伝活動を行うとしています。 

執行状況の項番 1 につきましては、東京食品販売国保組合をはじめとして 4 保険者から、

受診率向上の方法等の助言を求められたため、これに応じる形の情報提供、支援を行いまし

た。 

項番 2につきましては、実務者に向けた研修会を 9月に開催いたしました。 

項番 3 については、広報活動として、昨年作成した被保険者向けページを継続して掲載し

ております。 

自己評価でございますが、実務者向け研修会において、受講者から高い評価をいただいて

おり、広報活動につきましても特定健診の必要な情報を提供する等、計画通り実施できてい

るため「Ａ」とさせていただきました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「今後とも、特定健診受診行動

の分析や研修等での情報提供をきめ細かく保険者へ行うことで、保険者が目標として掲げる

特定健診受診率の向上に寄与するとともに、保健指導の実施率の向上にも努力されたい」と

のご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、24年度の数値では、東京の特定健診受診率は、全国 2位と高い状況

ですが、保健指導の終了率は全国 42位と低い状況にあり、今後は特定保健指導の終了率向上

に重点を置き、好事例の情報収集や情報提供等保険者への支援を行っていく予定です。 

 

〔№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〕 

計画の内容は、国保中央会から示された機器更改方式に基づき機器更改を行うことです。 

期待される効果は 機器更改を円滑に行うことで、本システムの継続的な安定稼動を実現

できるというものであります。 

年度別計画の 25 年度ですが、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の

機器導入、データ移行や運用試験等の対応を行うものです。 

執行状況の項番 1「環境構築」ですが、機器について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 につきましては、本会独自の外付システムの環境の調達仕様書を作成し、入札後、

設置・検証が完了しました。また、保険者に設置する端末等についても 3 月上旪までに設置

を完了いたしております。 

項番 3 の「先行導入試験参加」につきましては、国保中央会から運用試験、性能検証が完

了した旨の報告を受けております。 

項番 4 の開発等につきましては、バージョンアップに伴う外付システムプログラムに対す

る影響調査等を完了し、単体試験及び結合試験についても完了しました。 

項番 5については、2月 28日から 3月 2日にデータ移行を完了しました。 

項番 6の「統合試験等」につきましても、1月に全試験を完了しました。 

（その他）ですが、旧システム機器の撤去においては 3 月までに全ての作業が完了してお

ります。 
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自己評価でございますが、全保険者端末の交換作業を短期間で実施するために関係部署で

日程調整を行い、円滑に完了しましたので、「Ａ」とさせていただきました。 

次の内部評価につきましても、自己評価と同様に「Ａ」で、「今後はシステムの安定稼動に

努められたい」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、この計画につきましては 25年度をもって終了ではございますが、引

き続きシステムの継続的な安定稼動を実現すると共に更に効率的な運用に努めてまいりま

す。 

 

④介護福祉部（説明：松戸介護福祉部長） 

（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

化の推進を図ります。モニタリングシステムについては、必要に応じてシステム改修等を行

い、活用保険者の拡大に向けて取り組んでまいります。 

さらに、今年度においては実施計画の見直しを行い、平成 24年度の取組状況を踏まえた「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を、新たな

取り組み事項として、追加しています。 

そもそも、この計画はどのようにして策定されたのかについて、説明を申し上げます。 

平成 15年度から、国、都道府県、保険者において介護給付の適正化対策事業が開始され、

各国保連合会に介護給付適正化システムを構築、保険者が主に介護費用面における適正化対

策に活用する情報提供を行うことになり、本計画に至っております。 

期待される効果は、東京都と相互に連携して必要な支援と協力を行い、介護給付適正化シ

ステムを有効活用する新たな取り組みによって、介護給付適正化事業の向上に大きく資する

ものとなります。 

年度別計画は、主に 3 つに分類できます。1 つ目は、介護給付適正化システムの加工情報

の有効活用事例を保険者へ提供、2 つ目は、モニタリングシステム活用保険者への調査及び

未実施保険者への情報提供、3 つ目は、必要に応じてモニタリングシステムを改修し、機能

拡充に係る説明会の開催を行うこと、となります。 

介護給付適正化に関するシステムは大きく分けて 2つあります。 

1つ目は、介護給付適正化システム（全国標準システム）で、「サービス種類の違い」に分

類することができます。主に、特定の個人の識別をして、支払いが済んだ実績の中から、怪

しいものを抽出するものです。 

2 つ目は、モニタリングシステム（独自システム）で、この名称は事業所の請求状況を把

握し、観察するモニタリングを意味しています。居宅支援事業では、プラン傾向や東京都平

均との乖離を確認することができます。 

執行状況の項番 1では、「東京都との調整」として、東京都が介護給付適正化に係る検討を
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行うために設置している「東京都高齢者保健福祉施策推進委員会介護給付適正化部会」にお

いて、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目等を活用した適正化支援業務の取り

組みについての報告を行っています。 

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

すでに「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」項目を活用して、介護給付適正化事業

を実施している保険者に赴き、知見の収集に努めています。 

項番 3 では、保険者へ活用結果の情報提供として、昨年の 10 月 18 日に開催いたしました

「介護給付適正化関連システム研修会」において、新たな取り組み事項である「認定調査状

況と利用サービス不一致一覧表」及び「介護事業所情報提供システム」を紹介するとともに、

モニタリングシステムに訪問介護、通所介護、通所リハビリテーションの加算項目の追加を

行った改修内容について、説明を行いました。 

これを機に、介護給付適正化システムの活用状況に関するアンケート調査を実施したとこ

ろ、すでに今年度の目標である 15 保険者を上回る 19 保険者で活用されており、活用促進が

順調に図られていることが伺えます。 

項番 4 では、介護給付適正化システムの改修等として、モニタリングシステムについて、

保険者が実施する事業所実地指導等に活用できるよう、訪問介護、通所介護、通所リハビリ

テーションの加算項目を追加するシステム改修を行い、平成 25 年 11 月審査分から提供を行

っています。 

一方、これまで保険者において、介護保険サービス事業所への調査・指導、介護給付費通

知書に活用していた独立行政法人が運営するホームページであるＷＡＭ・ＮＥＴの介護事業

者情報が国の事業仕分けにより廃止されたことにより、保険者における介護事業者情報の把

握が困難となったことから、東京都高齢者保健福祉施策推進委員会介護給付適正化部会等に

おいては、早急な対応が必要であるとの意見が出され、保険者への代替手段の提供が求めら

れてきたところです。 

本会では、介護給付費審査支払業務等を行うため、東京都から提供されている事業所台帳

情報を有しており、代替手段を実施するための十分な情報を有していることから、これを保

険者において閲覧・検索、活用を可能とする「介護事業所情報提供システム」を開発し、提

供することといたしました。 

項番 5 では、システム活用方法等に関する保険者への説明会として、先ほど申し上げまし

た保険者への説明会を開催いたしました。 

項番 6では、「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

の実施に向けた各種準備として、調査を行ったところ、北区においては、「認定調査状況と利

用サービス不一致一覧表」を基にサービスの利用対象外であると判断した場合、介護支援専

門員に確認を行いながら過誤調整まで実施していることが判明しました。 

このような情報収集は、今後の本会における具体的な実施方法等に関する多くの示唆に富

んでいるだけでなく、居宅支援認知症加算等、一括過誤処理まで実施可能となる項目を確認

することに役立ちました。 



 - 12 - 

さらに、システムに対する機能、業務に対する要件を検討してまいりました。 

自己評価について、平成 26年 5月の介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムの稼

動により、保険者ネットワークが構築、保険者設置端末の設置等、情報共有を支える基盤が

整備されています。この機を捉え、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表項目等を活用

した適正化支援業務」、「介護事業所情報提供システム」の開発等を行う等、計画の着実な推

進を図るため、介護給付適正化に限らず、横断的に捉えた取り組みとして、計画内容の見直

しを行ったことを優れている点として自己評価を行った結果、当初の計画以上の進捗である

と考えていることから「Ａ」をつけさせていただきました。 

内部評価について、自己評価同様「Ａ」となり、『引き続き、介護給付適正化システム活用

保険者拡大に向けた情報提供を行うとともに、「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きめ細かな対応を行うことにより、更なる介護給付費適正

化の推進が図られるよう取り組まれたい。』とご意見をいただいております。 

今後の方向性は、「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

業務の実施については、一括過誤処理システム等を整備するとともに、具体的な事務処理方

法及び体制等の整理を行い、平成 26 年 10 月を目途に 5 保険者（港区・中野区・北区・足立

区・調布市）を対象に試行を実施、不適正な給付の有無について、居宅介護支援事業所への

確認を実施する等、審査委員と処理方法の検証を行うことといたします。 

 

 〔№6-5 介護保険・障害者自立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

審査支払等システム及び障害者総合支援給付支払等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（仮想化機能・管理用機器等）する、一拠点集約化システム

への対応を行う。」こととなります。 

期待される効果は、現在、全国連合会で運用している 949 台のサーバが、一拠点集約化に

より約 3 分の 1 の 332 台で処理できるようになるためイニシャルコスト（機器等の費用）の

削減及びサーバ等の設置スペースに対する地代家賃が削減できます。 

期待される効果は、ここに挙げていることのほか、業務・システムを最適化する取り組み

を推進することにより、システム導入経費の縮減、処理の効率化、可用性・セキュリティ面

でのサービス品質の向上等を図ることを期待される効果とし、第 2 次経営計画にこの計画を

位置づけて推進してまいりました。 

年度別計画は、仮移行、運用試験を実施いたしました。 

執行状況の項番 1-（1）では、介護保険審査支払等システム・障害者総合支援給付支払等

システムの機器構築等の順次設定等を行い、計画どおり実施しました。 

項番 1-（2）では、介護保険審査支払等システム・障害者総合支援給付支払等システムの

仮移行に際し、個人情報の保護に配慮した措置（マスキング処理）を講じ、計画どおり実施
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しました。 

項番 1-（3）では、介護保険審査支払等システム・障害者総合支援給付支払等システムの

連合会運用試験に際し、国保中央会からの必要な協力要請に応じつつ、計画どおり実施しま

した。 

項番 2-（1）では、一拠点集約化システムを新たに稼動させるため、国保中央会が共同運

用センターを設置しています。この共同運用センターでは、本会で保有している個人情報を

含んだデータを取り扱うことから、保険者における個人情報保護条例の解釈や判断によって

は個人情報保護審議会等の承認が必要となる場合があります。そのため、毎月、開催される

特別区・市町村介護担当課長会に積極的に出席し、一拠点集約化システムへの理解を深めて

いただくとともに、保険者で対応が必要と考えられる個人情報保護審議会等の承認が得られ

るよう、一拠点集約化システムに伴う個人情報の取り扱いに関する説明会を開催し、保険者

の実情に応じた親切・丁寧な資料づくり及び説明に終始してまいりました。 

項番 2-（2）では、外付システム（27 システム）は、現在の全国標準システムにあわせて

設計・開発されているため、今回の一拠点集約化に伴い改修を行っています。27システムの

うち追加対応が必要と判断された 2システムを除き、当初の予定どおり、平成 26年 1月中に

テストを完了しており、この追加対応に関しても、2 月中旪までに運用テストが完了してい

ます。 

自己評価について、平成 25年度当初に予定していた「1 システム機能要件」における、3

つの取り組み項目のうち、（1）機器構築等、（2）仮移行、（3）連合会運用試験のすべてを予

定通り実施しています。 

また、「2 システム非機能要件」における、2 つの取り組み項目のうち、（1）セキュリテ

ィ要件については、保険者から個人情報に係る厳格な取扱い及び安全管理策について要望が

あったことから、特別区・市町村課長会において適宜、情報提供を行い、保険者の意見を聴

きながら、丁寧に対応してまいりました。 

保険者の理解と協力を得ることができたことは非常に大きな成果であると考えていること

から「Ａ」をつけさせていただきました。 

内部評価について、自己評価同様「Ａ」評価となり、「一拠点集約化システムへの移行を着

実に実施し、安定稼動に向け万全を期されたい。」とご意見をいただいております。 

今後の方向性は、「1 システム機能要件」における、（4）本移行について、介護保険・障

害者総合支援一拠点集約化システム全体で、システム移行・切り替え及び現行システムから

一拠点集約化システムへのデータ移行を実施することで、本稼動に向けた最終的な移行作業

を行います。 

なお、新システムは本年５月審査から、順調に稼動しております。 

 

⑤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。） 
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〔№4-1 組織の在り方の見直し〕 

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、組織の再編成を行います。 

期待される効果は、組織再編による効率的な組織運営や、職員定数適正化計画の検証・見

直しにより、計画的な組織管理及び適正な人員配置に資することができます。 

執行状況の項番 2 のとおり、経営計画推進本部で検証結果を報告したほか、項番 4 及び 5

の事務量調査の実施、その結果の取り纏め等を実施いたしました。 

また、項番 6、7のとおり、26年度の組織案を作成しました。 

自己評価ですが、26 年度の組織案を作成できましたので「Ａ」とし、次の内部評価も「Ａ」

を戴きましたが、「今後とも、情報収集に万全を期し、簡素で効率的な組織運営の整備に努め

る」様にとご指示がありました。 

今後の方向性ですが、国保の都道府県化等の新たな課題を見据えた組織体制を検討します。 

 

〔№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〕 

計画の内容は、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を立案すると

ともに、審査支払業務以外の業務の受託拡大を図ります。 

次の期待される効果と、25 年度計画をお読み取り戴きまして、中ほど下の執行状況です

が、項番 1 のとおり、昨年 4 月に、検討委員会の下部組織として作業部会を設置し、国等の

検討状況に左右されず、本会内部で検討できる課題について、ご覧のそれぞれのグループで

検討し、それらの結果を基に、10月 25日に、検討委員会の暫定版の報告書を纏め、その後、

項番 2のとおり、第 4 回の推進本部会議でその報告をしました。 

自己評価ですが、被用者保険保険者からの事務処理の受託はできませんでしたが、暫定版

の報告書を纏めましたので「Ｂ」とし、次の内部評価も、「国等の動向を注視し、情報収集に

万全を期す」様にとご意見を戴き、自己評価同様に「Ｂ」となりました。 

なお、この計画は、「今後の方向性」にあります様、具体的検討が難しいことから、25 年

度をもって中止いたしました。 

 

⑥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〕 

計画内容は、中期的な財政収支の見通しを明らかにする「財政計画」を作成することです。 

期待される効果は、健全で安定した事業・財政運営の確保及び財政の透明化が図れること

です。 

年度別計画は、財政計画の進捗管理です。 

執行状況の項番 1「財政計画（改訂版）の策定」では、平成 24年度末に設置した「電算処

理システム積立金」を計画へ反映させるため、策定済みの計画内容の修正を 7 月の決算基幹
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会議を目途としておりましたが、国保連合会の「積立金課税問題」について国保中央会を通

じて国（厚生労働省と国税庁）の協議状況が報告され、その協議結果によっては、本会の財

政に大きな影響が出るため、本計画の策定につきましては、見送ることといたしました。 

項番 2「基幹会議への報告」及び項番 3「進捗管理」は、財政計画改訂版の策定を見送って

いることから、基幹会議への報告は実施できませんでした。 

「その他」として、国等の動向を記載しております。 

大きく 6 月、8 月、10 月と、厚生労働省からの情報、説明等を記載しておりますが、最後

の 1 月のところに記載している通り、協議結果につきましては、結論が出ておらず、現時点

におきましても未だ状況は変わっておりません。 

自己評価について、結果として「財政計画の見直し」ができていないことから「Ｃ」とし

ております。 

内部評価につきましても「Ｃ」で、今後も「積立金課税問題」における国等の動向を注視

し、協議結果に適切に対応するとともに、更なる財政運営の健全化・安定化に向け、財政計

画内容について検討されたい、とのご意見をいただいております。 

今後の方向性でございますが、「積立金の課税問題」につきましては、継続して国の動向に

注視し、適切に対応してまいります。 

「財政計画」につきましては、平成 26年度までの計画となっております。課税問題の国の

協議結果にも左右されますが、27 年度以降の計画の考え方（3 年、5 年）及び次期経営計画

の中での位置付け等「財政計画全体の骨子」を今年度の上半期を目途に策定し、来年度予算

編成と並行して、計画の策定を行ってまいります。 

 

〔№4-4 職員研修の充実・強化及び検証〕 

計画の内容は、これまでの職層別の研修に加え、職務のノウハウの継承や保険者等のニー

ズに対応し得る専門的な知識を習得させるため、研修実施計画を策定し、職員研修の充実・

強化を図ることで、職員の職務遂行能力の向上に努め、また、各研修に適した研修効果測定

を実施し、検証結果を翌年度の研修実施計画に反映させます。 

期待される効果は、研修に適したアンケート調査、研修効果測定を実施し、検証結果を翌

年度の研修計画に反映させることで、職員研修の充実・強化を図ります。 

年度別計画では、「研修実施計画の策定」「研修の実施」「研修効果測定の実施と検証」「研

修項目の見直し」でございます。 

執行状況の項番 1 研修の着実な実施では、（1）職層研修については、平成 25年 4月採用

職員の 1年目研修として第 1次から第 5次研修、平成 25年 10 月採用職員の同じく 1 年目研

修として第 1 次・第 2 次及びフォローアップ研修の実施、2 年目研修としても疑問点の洗い

出し等フォローアップ研修を実施いたしました。また、現任研修、監督者研修・管理者研修

を実施いたしました。管理者研修は全 4回のうち 2回を受講する形式としております。 

（2）組織管理者研修については、管理職を対象とした人事考課研修、一般職員へのメンタ

ルヘルス研修は、3年かけて全職員に受講させました。 
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（3）スキルアップ研修については、係長以下の希望者に、文書作成実務者研修、説明力強

化研修、クレーム対応研修、コミュニケーション研修、タイムマネジメント研修を受講させ、

年度を通じて全職員最低 1回は、何らかの研修を受講する体制となっております。 

（4）専門研修については、審査実務担当者研修、情報処理指導主任育成研修を実施いたし

ました。 

項番 2 充実強化項目の追加として、50 歳以上の上席主任を対象に現任研修としてキャリ

アデザイン研修を 2回に分けて実施いたしました。 

また、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、「充実強化項目」につきましては、前年度の研修アンケート

結果及び研修講師の助言を基に研修カリキュラム内容を調整いたしました。 

項番 4 研修効果測定の実施と検証です。研修ごとにアンケートを実施し、理解度につい

て測定いたしました。 

評価数値の理解度につきましては、研修委託会社によりばらつきが発生しておりました。 

理解度の低い項目につきましては、平成 26年度の研修に生かしていきたいと思います。 

「1年目研修（公費研修）」（10月採用者）の理解度が 33％と低くなっておりますが、これ

は 3 名中 2名が普通という評価でございましたので、26年 5月 7日に高額療養費の研修のな

かでフォローアップを実施いたしました。 

「文書作成研修（2 部）」の理解度が 69.6％となっております。原因は、受講者の起案書作

成経験のばらつきがあり、26年度の研修においては、担当部署と調整してまいります。 

「情報処理指導主任（職場 IT リーダー）育成研修」の理解度が 66.7％と 3 名が評価が低

くなっております。理由は、基礎編を希望しており、アクセスは不要であった、アクセス初

体験等となっております。  

（2）受講者の行動面、思考面における変化でございます。 

各研修におきまして、事務局で基準点を設定し、受講者本人及び評価者（課長）が項目ご

とに評価を行いました。研修後、一定の時間をおいてからの測定となり、実務でいかに活用

できているかを評価できるものと考えております。平均的に 7 割程度の達成率となっており

一定レベルの活用状況が見受けられます。 

自己評価について、職員研修基本方針に基づきスケジュールどおり研修を実施しました。

研修に対する職員の意識が高く、業務遂行能力の向上を図ることができたと考えておりま

す。よって「Ａ」といたしました。 

内部評価でも「Ａ」で、研修効果測定の分析や検証結果から、より実質的で効果のある研

修を企画し、職員の職務遂行能力の向上に寄与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。 

今後の方向性では、研修効果測定の結果を踏まえ、より効果的な職員研修の充実・強化に

向けたカリキュラムを策定し、着実な研修を実施してまいります。 

 

⑦システム管理部（説明：中茎システム管理部長） 
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（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№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と同システムを、26年度に更改するための 3か年計画です。 

期待される効果は、機器更改を円滑に行うことで、後期高齢者医療請求支払システムの継

続的な安定稼動が期待できるというものであります。 

年度別計画は、24年度に機器更改によるシステムへの影響調査、改修要件の整理を行い、

25年度に機器の設置、運用試験等を実施し、26年度にデータ移行と本稼動を行うものです。 

執行状況の項番 1 の「基盤環境構築」及び項番 2 の「調達機器の搬入、設置及び構築」で

すが、調達する機器の搬入・設置を行うためデータセンタの環境構築を記載の期間で構築を

終えたのち、機器の搬入・設置設定作業を行い、受け入れ検証も実施しております。 

項番 3の外付システム開発・検証は、24年度に作成した要件定義書に基づき開発を行いま

した。外付システムとは、標準システムに搭載されていない機能を、各連合会の実情に合わ

せて開発する、システム本体に手を加えることをせずに、データを取り出して、標準システ

ムの外で稼動させる機能を総称して外付けと言っています。本会の主な外付システムは「東

京都医療費助成制度」に係るロジカルチェックや費用算定機能となります。 

項番 5のデータ移行等ですが、60か月分のレセプトデータを分割の処理方式として移行を

実施しました。 

項番 6 は、総合試験の実施です。この後期高齢者医療請求支払システムと連携するシステ

ム間のファイル授受並びに取込み後の整合性についてテストを行い、現行システムと次期シ

ステムで同値であることを確認しました。 

自己評価でございますが、各取組項目について計画どおり進行することができたことから

「Ａ」といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「Ａ」とされ、「機器更改に伴い他のシステムとの

連携等影響範囲を十分に考慮し検証を行うとともに、本稼動後は安定稼動に向け万全を期さ

れたい。」とのご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、計画どおり本年 5 月から本稼動することに伴い、最終的なデータ移

行及び操作端末のＯＳのバージョンアップを行います。本稼動後は、業務監視に注力し、非

常時に備えて参ります。 

現況になりますが、稼動から 3か月目を迎えていますが、大きな事故なく稼動しています。 

 

⑧共同電算事業担当（説明：池田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〕 

計画の内容は、平成 20 年 4 月から後期高齢者医療制度の発足に伴い、19 年に機器調達を
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行い、24年には耐用年数の 5年を経過したため、機器更改を行うものです。 

執行状況も項番 1 性能・機能改善版本番適用として、「リリース 4」「リリース 4-1」「リ

リース 4-2」の適用がありました。 

適用については、記載のとおり各リリース時期に合わせ適用を行い、必要なシステムカス

タマイズ部分の改修を行いました。 

また、区市町村が利用する機能に追加又は運用変更が発生した箇所については、広域連合

が区市町村に送付するマニュアル等の資料を作成したことから、本会でもマニュアルの確認

等を協力して行いました。 

項番 2の「独自システムの機器更改」につきましては、「①東京都単独公費算定システム」

から「④高額療養費支給管理システム」の 4 つのシステムについて記載のとおり機器更改を

行いました。 

項番 3の「旧環境の撤去」につきましては、項番 2の独自システムの機器更改が 12月末ま

でに完了したことから、順次撤去を行っておりましたが、東京都単独公費算定システムに限

っては、東京都からの依頼により、1月中は万一に備え旧環境機器を待機させることとなり、

撤去を 2月の予定としました。 

結果、新環境への切り替えトラブル等は発生しなかったため 2月 13日に撤去を完了しまし

た。 

「その他」の機器更改後の対応につきましては、区市町村へのデータ配信にあたり、機能

動作が安定しないことがあり、ＳＥ監視の上、納品物が遅延しないよう対応を行っておりま

した。 

この事象は、他県連合会では発生していない本会だけの事象でありましたが、国保中央会

と原因究明を行った結果、一部のプログラム上に問題があることが分かったことから、事象

対応用のプログラム提供を国保中央会から受け、適用した結果、事象は解消されました。 

自己評価ですが、計画どおり実行することができましたので、「Ａ」評価としました。 

内部評価につきましても「Ａ」とされ、「今後はシステムの安定稼動に努められたい」との

ご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、本計画は、当初の目的を達成できたため、25年度をもって取り組み

を終了いたします。引き続き、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの継続的な安定稼

動を実現するために努めてまいります。 

 

〔№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〕 

計画内容は、後期高齢者医療の保険者レセプト管理システムを国保総合システムの保険者

レセプト管理システムへデータ移行及び環境切り替えを実施することです。 

執行状況の項番 1「未移行データ還元」につきましては、国保総合レセ管への移行対象外

とした期間のレセプトについて、簡易検索アプリケーションとともにハードディスクにデー

タを格納しました。 
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当該ハードディスクは、今後、広域連合が被保険者からの開示請求等の対応で原本印刷が

必要になる場合、広域連合において格納したハードディスクから対象となるレセプトデータ

を簡易検索アプリケーションで検索し、国保総合レセ管へ格納するといった運用が必要とな

ります。 

このことから、広域連合と協議のうえ、作業の効率性を鑑み、本会にて当該ハードディス

クの運用・保守を行うこととしております。 

項番 2「サーバ機器等の撤去」につきましては、広域連合への設置端末等の撤去を 6 月 3

日に完了し、データセンタにあるサーバ類等の機器については、6月 14日に撤去を完了して

おります。 

自己評価ですが、計画どおり実行することができ、特に機器撤去にあたりましては、予定

よりも約半月早く完了することができましたので「Ａ」評価としました。 

内部評価につきましても「Ａ」とされ、「今後はシステムの安定稼動に努められたい」との

ご意見をいただいております。 

今後の方向性ですが、本計画は、当初の目標を達成できたため、25年度をもって取り組み

を終了いたします。引き続き国保総合のレセ管の継続的な安定稼動を実現するために努めて

まいります。 

 

〔№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〕 

25年度を初年度として取り組んだものであります。 

計画の内容は、都内、区市町村国保保険者間の保険料の平準化、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。 

年度別計画は、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としました。 

具体的な執行状況ですが、項番 1「情報収集」として、対象医療費拡大後の拠出金・交付

金の算定要件等につきましては、東京都への状況確認を行いながら、厚労省に対する要請を

行いました。 

算定要件については、平成 25年 12月 27日付けで厚労省から通知が発出されております。

また、東京都にて開催された「東京都国民健康保険財政安定化連携会議」へ計 5 回参加し情

報収集を行いました。 

項番 2「事業対象医療費拡大後のシミュレーション実施」につきましては、東京都と協議

・調整を行い、シミュレーションの基礎となる推計値データを計 4回提供いたしました。 

項番 3「保険者及び東京都との調整」につきましては、保険者と本会間で実施している事

務処理概要に関して、「東京都の連携会議」の中で、処理概要の変更（案）の資料を提示し説

明を行いました。 

項番 4「システムへの影響等」につきましては、対象医療費拡大に伴うシステムへの影響
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調査や分析作業を行いました。この中で、データ量が大幅に増大することにより、保険者と

本会にて行っている申請書授受については、紙帳票からデータによる授受方式に変更するこ

と等を考慮いたしました。 

項番 5「事務処理運用の検討」につきましては、対象医療費拡大後の事務処理方法の変更

点等を整理し、保険者に説明する準備等を行いました。 

また、療養費の支給実績情報に関してすべての療養費支給申請書を入力しデータ化するか

等を関係部署と調整を行いました。 

自己評価ですが、計画どおりに実施できたことから「Ａ」評価としました。 

内部評価につきましても「Ａ」とされ、「今後ともシステム開発並びに具体的な事務処理運

用の説明等を着実に実施し、円滑な事業運営が実施されるよう努力されたい」とのご意見を

いただいております。 

今後の方向性ですが、保険者と本会間で行う事務処理運用について、早期に説明を行うよ

う準備を進めていきます。 

また、システム開発に関するテストや試行運用を確実に行い、27年 1月審査分からの本番

運用に向けて準備を進めていきます。 

 

（植村座長）  

続いて「平成 25年度決算について」、出納室から説明願います。 

 

イ 平成 25年度決算について 

 

（水田出納室長） 

（資料№3に基づき説明。以下要旨。） 

 

平成 25年度の決算につきましては、お手元の資料№4-1「平成 25年度 東京都国民健康保

険団体連合会 各会計・勘定別決算概要」によりご説明申し上げます。 

「各会計・勘定別決算状況一覧表」の合計は、収入済額 3兆 2,352億 2,466万 5,029円、

91.7％の収入率です。 

支出済額は、3兆 2,327億 4,180万 8,591円、91.6％の執行率です。 

『一般会計』の「歳入の収入済額」は 6億 4,926万 4,114円、予算現額に対する収入率は 

99.4％です。 

主な収入は、保険者から納入いただく会員負担金です。 

続いて、「歳出の支出済額」は、3億 7,398万 1,508円、執行率は 57.2％です。 

主な支出は、職員の人件費、事務所の維持管理費等です。 

ほかには、保険者が実施する健康づくり事業への支援として行う保健師の派遣等、被保険

者の健康保持・増進に係る保健事業費、機関誌「東京の国保」の関係経費の広報宣伝費等、

事業費の関係経費です。 
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歳入歳出差引残額 2億 7,528万 2,606円は決算残額として 26年度へ繰り越します。 

以降、各会計も同様に「決算残額」を繰り越します。 

続きまして、『診療報酬等審査支払特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額は 80億 142万 8,308円、収入率は 99.7％です。 

主に、国保、公費負担医療の審査・支払手数料等各種「手数料」や、審査支払事務に対す

る東京都からの補助金及び前年度からの繰越金です。 

支出済額は 70億 3,375万 6,265円、執行率は 87.7％です。 

主に、管理費として、職員の人件費、事務所維持管理費、電算委託に係る管理費等の経費

で、以降、各会計の業務勘定も同様ですので説明は、割愛いたします。 

ほかには、「審査委員会費」として、診療報酬審査委員、柔道整復療養費審査委員の 

報酬及び実費弁償等の関係経費を後期高齢者医療業務勘定との按分による支出や、国保中

央会の特別審査委員会に委託した「特別審査負担金」です。 

また、積立金として、電算処理システム積立金規程に基づき、国保等の電算処理システム

積立金に支出しています。以降、他の業務勘定でも同様に積立ております。 

次に、「国保・公費負担医療及び出産育児一時金」の“各支払勘定”は、保険者等から医療

機関等へ本会を経由して支払うものです。支払勘定の収入済額と支出済額は、ほぼ見合いと

なっています。 

以降、この他の支払勘定等も同様ですので、説明は割愛いたします。 

次に『後期高齢者医療事業関係業務特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額は 72億 313万 8,316円、収入率は 85.7％です。 

主に、後期高齢者医療及び公費負担医療の審査支払手数料等の各種「手数料」や、東京都

後期高齢者医療広域連合からの「事務委託金」です。 

ほかには国保中央会に支払う「後期高齢者医療審査支払システム負担金」に対する「国か

らの補助金」や東京都からの「東京都単独公費に係る高額調整事務委託金」です。 

支出済額は 67億 3,757万 4,272円、執行率は 80.1％です。 

国保業務勘定との按分による「審査委員会費」や、国保中央会の特別審査委員会に委託し

た「特別審査負担金」等です。 

次は『特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額は 13億 3,147万 6,225円、収入率は 70.7％です。 

主に、保険者から納入いただく「国保特定健診・特定保健指導負担金」及び「特定健診手

数料」等です。 

支出済額は 11億 4,335万 6,932円、執行率は 60.7％です。 

次は、『保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計』です。 

収入済額は 1,478億 8,554万 9,070円、収入率は 94.2％です。 

主に、この共同事業に対する区・市町村保険者からの拠出金です。 

支出済額は 1,478億 8,182万 5,297円、執行率は 94.2％です。 

主に、交付金の支出と電算処理の委託料等です。 
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『介護保険事業関係業務特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額は 14億 2,588万 3,620円、収入率は 88％です。 

主に、介護給付費や公費負担医療等の審査支払手数料等の各種「手数料」及び苦情処理支

援事業に対する「東京都からの補助金」です。 

支出済額は 12億 417万 6,312円、執行率は 74.3％です。 

主に、「審査委員会費」として、介護給付費審査委員の報酬等、審査委員会の関係経費等で

す。 

次は『障害者総合支援法関係業務等特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額の 2 億 7,619 万 735 円は、主に、「給付費等支払手数料」で、収入率は 89.7％、

支出済額は 2億 4,038万 4,378円、執行率は 78.1％です。 

次は『措置費支払代行業務特別会計』“業務勘定”です。 

収入済額の 6,024 万 3,818 円は、主に、「措置費支払代行手数料」で、収入率は 96％、支

出済額は 5,053万 8,009円、執行率は 80.5％です。 

次は『退職金特別会計』です。 

収入済額の 2 億 3,661 万 7,357 円は、主に、「各会計」からの繰入金並びに「利子及び配

当金」で、収入率は 75.9％です。 

支出済額の 2億 3,660万 1,952円は、主に、「退職手当金」で、執行率は 75.8％です。 

次は『富士・国保連ビル貸付事業特別会計』です。 

収入済額の 1億 6,349万 9,522円は、主に、日本薬剤師会ほかテナントからの賃貸料等の

収入で、収入率は 79.9％です。 

支出済額の 1億 6,349万 9,522円は、主に、建物の維持管理費、土地賃借料等の「事務所

管理費」で、収益は減価償却を目的とした積立金に充てています。執行率は 79.9％です。 

次は『国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計』です。 

収入済額の 166億 1,395万 4,101円は、主に、指定公費負担医療費の支払いのため、国保

中央会からの「預託金取崩収入」です。収入率は 91.7％です。 

支出済額の 164億 2,999万 9,741円は、主に、指定公費負担医療費を支払うための支出で、

執行率は 90.7％です。 

最後に、『保険者協議会関係業務特別会計』です。 

収入済額の 271万 8,030円は、主に、協会けんぽ及び健保組合等からの負担金や、協議会

運営に対する「国からの補助金」です。収入率は 69.4％です。 

支出済額の 271 万 8,030 円は、主に、特定健康診査等事例調査分析等の調査研究等で、執

行率は 69.4％です。 

資料№4-2、表題が「平成 25 年度決算 一般会計と各特別会計業務勘定の合計」がありま

すが、こちらは参考として一般会計と各特別会計業務勘定の主な項目を集約した資料ですの

で、後ほどご覧願います。 

続きまして、資料№4-3、「東京都国民健康保険団体連合会 財務諸表の概要」につきまし

ては、本会では、公益法人会計準則に則り、単式簿記の会計処理の情報を複式簿記に当ては
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めまして、財務諸表を作成し、決算の参考資料として配付しております。 

内容の説明は省略いたしますが、表の見方を簡単にご説明いたします。 

本日配付の資料は、同一の書式で 3枚組になっております。 

1 枚目は、表題のカッコ書きに「全体」とありますが、先ほどご説明いたしました決算概

要の全会計分でございます。ただし、決算書との相違点がありますので、要因を上段の項番

3 に載せております。後ほど、ご覧願います。 

2枚目と 3枚目は、内訳的なものになりますが、 

2 枚目は「一般会計・各業務勘定・退職金特別会計・保険者協議会 関係業務 特別会計」

を集めたもので、一般会計の保険者からの負担金と、国保や後期の診療報酬の審査支払手数

料をはじめ、介護保険等の各制度の手数料を収益としているものが中心で、職員人件費や電

算委託に係る経費等を賄っている会計でございます。 

3 枚目は「支払勘定等」で、いわゆる「診療報酬をはじめとする通り抜け」の会計を集め

ています。 

なお、2枚目と 3枚目には、「吹き出し」に注釈を載せておりますので、大変恐縮ですが、

後ほどご覧いただければと思います。 

 

 

 

～質 疑～ 

 

（河津委員） 

計画№1-1「審査委員会による査定率の向上」について、貴会の根幹にあたる事業であると

思います。きめ細かく対応してこられて、人員も増やしていますし、審査委員とのコミュニ

ケーションや研修等も充実している中で、年々査定率が上がってきていることが分かります。 

もう一つの審査支払機関である支払基金の東京支部の査定率を目標にしてこれまでも取り

組まれてきたことは理解しておりますが、目標としている支払基金の現状、差については、

もう追い付いているのか、まだ差があるのか、その点についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

（小椋審査第一部長） 

 支払基金東京支部の状況ですが、本会の平成 25 年度の査定率算出期間としている平成 25

年 4 月審査から 26年 3月審査分までの同時期で比較いたしますと、支払基金東京支部の査定

率は 0.250％となっております。本会は 0.232％でございますので、比較いたしますと 0.018

ポイント差まで接近してまいりました。 

 ただ、依然としてまだ差が生じているのが現状でございます。支払基金との査定率に差が

生じる主な理由につきましては、「突合審査」があげられます。 

 本会では未だ突合審査は実施しておりませんが、支払基金東京支部では平成 25年度の査定



 - 24 - 

率 0.250％のうち、0.028％分が突合審査で寄与していることから、トータル査定率で本会が及

ばない要因となってございます。 

 

（河津委員） 

 かなり近づいているということですね。 

貴会と支払基金とでは利用される方の対象が違うということで、貴会では高齢者や様々な

病気がちの方が多く入っておられるという中で、差があることで合理的な理由があるならば

その点も伺いたいと思います。 

 また、突合審査分があると伺っておりますが、突合審査については、貴会も今後実施する

余地があるのか、この 2点について聞かせていただきたいと思います。 

 

（小椋審査第一部長） 

 被保険者の構成の違いによるものは、定性的によく言われております。 

高齢者が多くいることに関して、査定率は請求点数を分母としているものですから、高齢

者の高い医療費の中で包括する点数が多い部分について査定が難しいといったこともありま

すが、階層別の数字については、システム的に集計できておりません。 

 そういった中でも、単月審査に限定して本会と支払基金東京支部を比較しますと、25年度

合計では 0.017ポイント本会が上回る実績となっております。 

また、突合審査については今年度中の実施に向けて取り組んでおり、支払基金東京支部と

の差を解消していきたいと考えております。 

 

（河津委員） 

 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、

国保中央会の開発したＫＤＢ以外に、外付システムを用いてこれまでも医療・介護に関わる

情報提供であるとか、様々な努力をしてきておられることを聞いております。 

項番 4 では、コンサルティング内容や依頼する学識経験者を決定し、内容の協議を行った

と記載されております。これまでの経過から見ると、このコンサルティングについては、単

に財政の収支がどうとかではなく、もう尐しきめ細かく健康増進に向けての要素を含めてい

る内容であると想定いたしますが、具体的にどういったコンサルティングを、どのような経

歴の方が、どういったことを想定しておられるのか、その点についてお伺いしたいと思いま

す。 

 

 （岡田保健事業担当部長） 

学識経験者の先生については、東京大学大学院医学研究科を修了されました医学博士の、

古井先生にお願いしたいと考えております。 

先生は同大学附属病院 22 世紀医療センター助教で、予防医学の専門機関であるヘルスケ

ア・コミッティー株式会社代表取締役として、医学的な知識を基に自治体や健康保険組合等
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の保健事業について助言等のサービスを行っております。 

また、厚生労働省保健局評価委員をはじめ、経済産業省、自治体、保険者団体等で委員を

務めていらっしゃいます。 

先生は早くからデータに基づく保健事業の重要性に着目しておりまして、研究されており

ます。最近では健康経営ということでＮＨＫの番組に出演されたり、経団連のタイムスを執

筆する等、先駆的な保健事業を提案されておられるので、今回のコンサルティングは保健事

業の医療費等統計情報の分析について、多角的に見ていただけるのではないかと考えており

ます。 

具体的なコンサルティングの内容については、保険者の医療費等統計情報の分析をしてい

ただくということです。その中から、保険者独自の現状等についてのヒアリングを実施した

うえで、課題の抽出等を行い、保健事業の計画・策定に向けた効果的、効率的な助言等を行

います。 

また、コンサルティング終了後、その内容等を分析事例として講演会を開催し講師として、

他の保険者へ周知を行っていただきます。 

 

（河津委員） 

  計画の内容と、期待される効果として、保険者のニーズに合わせた情報が提供できて、保

険者からも実際に費用対効果として、医療費の減尐要因の明確化が、効率的に行うことが可

能となるということに沿ったコンサルティングになりそうですので、大いに期待としており

ます。 

 

（久保村委員） 

  計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」について、まず確認したいのですが、貴会の

定年退職というのは、何歳でしょうか。 

  

（木村総務部長） 

  定年退職は 60歳となります。 

 

（久保村委員） 

  限られた人材で仕事の効率化を図るためにも、定年退職した方の有効活用も必要だと思い

ますが、定年退職後の再雇用職員の方は何名いらっしゃるのでしょうか。 

 

（木村総務部長） 

  再雇用職員は 7月 1日現在で 31名在職しております。 

 

（久保村委員） 

  その再雇用の職員に対して研修はされるのでしょうか。 
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（木村総務部長） 

  再雇用職員への研修は現在、行っておりませんが、職員に毎年実施している自己申告及び

定期評定制度を導入いたしました。自己申告制度は個人々々が１年間の職務上の目標を立て、

目標達成に向け努力し、最終的に課長とヒアリングを行い、課長が定期評定を行うといった

制度を平成 26年度から再雇用職員にも取り入れました。 

研修とは違いますが、再雇用職員の方にもしっかりと目標を持って仕事をしていただく環

境を整えました。 

 

（久保村委員） 

  定年延長という考えはないのでしょうか。 

 

（木村総務部長） 

  今のところ定年の延長ということは考えておりません。 

 

（植村座長） 

今度の次期経営計画を立てられる時のお願いとして、査定率について前回の目標を立てる

際に、目標に無理があるのではないかと指摘しましたが、今回は目標をかなり上回っている

ことは大変結構なことで、努力された結果だと思います。 

目標達成にまでかなり差があったり、目標をオーバーして達成したりすることがあると、

目標自体がどうだったのかという疑問がおきることになるので、支払基金との差をどうする

のかといった対外的な要素もあるかとは思いますが、もう尐し地道に、「これだけの努力をす

るとこうなる」といった形で目標が作れるようにお願いをしたいと思います。 

質問になりますが、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、今、医療と介護の連携ということで一体化に近い実態が発生しておりま

して、提供主体としても実質的に同一事業体で医療も介護も同時に提供しているケースが多

くなって来ております。この両方を見ながら審査の方もできるようにしていくことが非常に

重要だと思います。 

アンケートを実施したとのことでありますが、システムを利用されていない保険者がまだ

あるようですが、どうして利用できてないのか理由や事情を把握されているでしょうか。私

などが考えますと、審査といっても医療の場合は現物給付であり、この疾患に対してこの医

療を提供するのが保険としての医療としてはおかしいといったことで、切ることは可能だと

思われます。一方、介護の場合は現金給付ということで自己選択であり、切るという性格の

ものでは無いとは思うのですが、そのような意味を含め、保険者の方でなかなか活用できな

いといったことがあるのではないかと想像するのですが、その辺の事情を把握されておられ

るのかといったところを教えていただきたいというのが一点です。 

計画№2-3「特定健診等の受診率向上に係る支援」について、特定健診受診率は全国 2位な
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のに保健指導率については 42位とのご説明があったかと思いますが、受診率が高いというの

は意識が高いということだと理解はできるのですが、意識が高いにも関わらず保健指導の方

の実施の率が低い理由について、把握されておられましたら教えていただきたいと思います。 

 

（松戸介護福祉部長） 

最初のご質問の計画№3 ですが、アンケートを実施した結果、都内 62 保険者の内 19 保険

者が利用しているということで、活用していない残りの 43 保険者の 42 の保険者から回答を

いただいております。 

活用していない理由としましては「人手不足・時間的余裕がない」という理由が最も多く、

16保険者で約 36％です。続いて、「活用方法を理解していない」が、9保険者で 20％、「活用

する機会が無い」が 4 保険者で 9％となっております。保険者で職員が不足しているため、

この適正化事業を実施するための十分な体制が取れない、または、システムから提供される

各種帳票により不適正なデータが発見されても、介護給付費の清算まですることは保険者に

とって大きな負担となるといったことから、これらの事務を国保連合会にて一部行いたいと

いうことで進めております。 

本会で行う根拠としては、国の方から適正化事業に対して本会宛てに協力要請があったこ

とから 25年度から取り組んでいるところでございます。 

また、活用方法を理解していないとか、活用する機会がないという保険者への対策といた

しましては、毎年秋頃に開催しております本会主催の適正化の保険者説明会を通じて、有効

活用事例の紹介等をしながら浸透させてまいりたいと考えております。 

 

 （岡田保健事業担当部長） 

保健事業でございますが、計画№2-3 の保健指導率の低さにつきまして、申し訳ありませ

んが、東京の保健指導率の低さの確たる原因については把握はしておりません。 

保険者に調査をしたこともございますが、保険者の方もなかなか把握しきれてないといっ

たところが現状でございます。想定される理由の一つとして、ご存じのとおり、東京は人口

が多く、また、特定健診の受診率も高いため、特定保健指導対象者数に対して保健指導が終

了した人数の割合が他の道府県に比べ圧倒的に多くなります。 

平成 24 年度の速報値では、特定保健指導対象者の全国平均は約 19,000 人に対し、東京は

110,000人と圧倒的に多く、終了者数は全国平均約 4,600人に対し、東京は 17,000人となっ

ております。数的には東京は圧倒的に多くの終了者数を出しておりますが、対象者が多い関

係でなかなか率が上がっていかないのではないかと考えております。 

 

（植村座長） 

難しい問題であるかとは思いますが、介護の適正化についても、あるいは保健指導につき

ましても、貴会としてデータを分析してその状況や原因を提供することはできると思います。

しかしながら、実際は保険者、市区町村が対応しなければならないところが多く、その方法
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が分らないとか、どうやれば効果が出るか分らない等あるかと思いますので、分析してデー

タを提供するだけではなく、連合会としては、その方法等についても保険者に情報の提供や

指導をできるような形で進めていっていいただければと思います。 

 

（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） 

それでは、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。 

最後に、主催者を代表しまして、理事長の福永より一言ございます。 

 

（福永理事長） 

本日は、ご多用のなか貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

本会は、委員の皆様からいただ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。 

 

（加島専務理事） 

以上をもちまして、第 1回経営評価委員会を終了いたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

 


