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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 28年度 第 1回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 28年 7月 7日（木） 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 人間科学学術院 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 顧問〕 

        （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 27年度における年度総括及び外部評価について 

（2）平成 27年度決算について(報告事項) 

 

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。 

定刻になりましたので、只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 28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、わたくし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、福永理事長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。 

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。 

すでにご案内のとおり、厚生労働省は、平成 30年度から国保財政運営の責任主体を都道府

県とする新たな国保制度の実施に向け、国と地方の協議の場である「国保基盤強化協議会の

事務レベルワーキング」において議論を重ねており、平成 28年 4月 28日には、「国保事業費

納付金及び標準保険料率のガイドライン」や「国保運営方針策定要領」を示したところです。 

また、国保中央会では新たな事務処理に対応するため、「国保保険者標準事務処理システム」

の開発に着手していることから、本会といたしましても、円滑な制度施行に向け、着実な準
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備を進めてまいります。 

一方、本年 2 月末に開催された国の規制改革会議の健康・医療ワーキンググループにおい

ては、支払基金における改革の基本的な方向性として「現行の支払基金を前提とした見直し

ではなく、審査の在り方をゼロベースで見直すこと」等、今後の論点が整理されました。 

この流れを受けて平成 28年 4月に設置された厚生労働省内の有識者検討会において、年末

までに議論を取りまとめることとされております。この議論については、国保連合会にも大

きな影響を及ぼすことが想定されますので、引き続き検討状況を注視してまいります。 

このような情勢の中、本会では、第 3 次経営計画の目標達成に向け鋭意取り組んでいると

ころでございます。 

本日は、第 3次経営計画の初年度となる平成 27年度における各計画事項の取り組み実績を

報告いたさせますので、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） 

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、2件ございます。 

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） 

 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。 

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が、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。 

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。 

まず、議題の「平成 27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 27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：田中審査第 1部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-1-1 審査の充実〕 
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計画の概要は、審査の充実・強化を図るため、画面審査システムに係る対応強化や審査情

報の共有化に取り組むことで、審査委員会に対して、より適切な対応を行います。 

期待される効果以下については、お読み取りいただき、次ページの執行状況をお願いいた

します。 

項番 1「審査委員間における審査情報の共有」の「（1）診療科別 担当審査委員を交えた会

議の実施」でございます。 

「①事務局 3 者打ち合わせの実施」は、審査委員会を運営する事務局として、告示、疑義

解釈等、審査に関する情報を共有し、審査委員会への対応を充実させるために行っておりま

す。診療科数についてはお読み取り願います。 

「②審査委員を交えた会議の実施」は、診療科ごとの取り決め事項の精査やシステムチェ

ック項目の拡充に繋げております。診療科数についてはお読み取り願います。 

「（2）歯科における審査事例の情報共有」でございます。小委員会分科会で審査事例につ

いて協議し、全体会議に協議結果を報告し、原則として審査委員会内の審査基準として取り

扱うこととしております。事例数につきましてはお読み取り願います。 

「（3）審査委員による審査委員への研修会」を実施いたしました。 

①医科は年 2回の実施を 4回に拡充する計画でしたが、包括請求レセプトの審査の充実か

ら DPC審査に関する研修を追加実施しております。 

②歯科は年 4回実施しました。 

医科、歯科の研修テーマ等はお読み取り願います。 

「（その他）」として、審査委員会のネットワーク環境を活用し、医科部会の全審査委員が

閲覧可能である共有フォルダ内に審査情報等を格納し、情報の共有化を図りました。 

項番 2「画面審査システムに係る対応強化」でございます。 

  「（1）新機能リリース等に対する活用方法の検討、画面操作説明資料の作成及びレクチャ

ーの実施」では、新たにリリースされた新機能について、画面操作説明資料を作成し、審査

委員会対応職員がそれらの内容を理解した上で、審査委員に対する個別レクチャーを実施し

ました。 

また、平成 28年 5月審査からの機能拡充についても対応しております。 

「（2）審査委員からの画面審査に関する要望」も集約いたしました。 

平成 27 年 5 月審査にリリースされた新機能について、審査委員の意見収集を行い、平成

27年 6月審査に向け早急に対応が必要な案件について、国保中央会へ改善要望しました。 

  また、毎月の審査委員会において、審査委員から画面審査に対する要望を集約し、審査の

効率化に繋げる改善事項等を事務局で把握し、随時、国保中央会への要望を行いました。 

項番 3「職員の知識向上のための研修会等」でございます。 

審査委員会担当職員として審査委員への対応強化のため、審査事務共助指導課が実施する

研修及び審査委員会の研修会に参加し、知識向上に努めました。 

項番 4「審査の充実に向けた審査委員会の円滑な運営に係る調整」でございます。 

「（1）医療的縦覧審査に向けた情報収集及び突合審査項目拡充に向けた審査委員会との調
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整」では、①のとおり、医療的縦覧審査を行う上で、審査対象とする診療行為の情報収集を

行い、より効果的な審査ができるよう、国保中央会へ審査委員が着目した診療行為の追加を

要望しました。情報収集した項目数はご覧のとおりでございます。 

②の「突合審査項目拡充」は、平成 27年 7月審査からの項目拡充に向け、審査第 1部で連

携を図り、突合審査対象薬剤について突合審査部会と調整し、審査委員会で決定しておりま

す。その後も項目拡充を行うため、毎月の審査委員会等で調整を行いました。 

「（2）歯科における再審査縮減に向けた取り組み」でございます。 

審査委員に対し、縦覧審査を確実かつ効率的に行うための点検項目を確認し、作成した「縦

覧審査操作マニュアル」で画面審査の操作方法のレクチャー及び、留意事項等の説明を行い、

平成 27年 11月審査より縦覧審査を実施しました。 

また、再審査申出が多い事例について、再審査部会で協議を行い、審査委員間における原

審査の基準の統一を図りました。 

「（その他）」として、禁忌医薬品の機械チェック実施に向けての調整でございます。 

  禁忌医薬品の審査については、機械チェックの対象とするため、対象薬剤のリスト作成、

医科部会の会長等への事前説明及び実施に向けた協議を行い、平成 28年 2月審査から機械チ

ェックを開始しました。禁忌医薬品付せん貼付件数は表のとおりでございます。 

自己評価ですが、審査委員会の事務局として審査委員会への対応を充実させることで効率

的かつ効果的な審査に繋げることができましたので、「A」としました。 

内部評価も「A」で引き続き、「審査委員間の審査情報の共有化や画面審査システム機能の

活用等、審査委員会の円滑な運営に向けた取り組みを着実に実施することで、更なる審査の

充実に努められたい。」との意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性についてですが、引き続き、審査委員会の円滑な運営に係る調整を

確実に行い、また、画面審査システムについては、今後予定している機能改修に向け、検証

作業、運用の整理及び検討を実施し、関連部署との連携を図り、審査委員会への対応を適切

に行うことで審査の充実に繋げてまいります。 

 

②審査事務共助・療養費担当（説明：金子審査事務共助・療養費担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-1-2 審査事務共助の充実〕 

計画の概要は、審査支払機関の責務である審査の充実・強化を図るため、画面審査システ

ム等の活用や職員の審査知識向上に取り組み、審査事務共助の充実を図るものでございます。 

  また、再審査容認分（連合会責任分）の分析を行い、原審査において有効活用するもので

ございます。 

年度別計画は、平成 27年度の減点目標点数として、月平均 4,120万点でございます。記載

はありませんが、査定率に換算しますと 0.252％となります。 

続きまして、取り組み項目と概要につきましては、次ページの執行状況にて報告いたしま
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す。 

項番１「減点点数の目標値設定」ですが、平成 27年度の月平均の減点目標点数は、＜査定

状況＞の表の平成 27年度の平均欄をご覧願います。 

①入院減点数の目標点数 3,120万点 に対し、3,352万 4,772点、②外来減点数の目標点数 

1,000万点 に対し、1,366万 1,934点、③減点数合計の目標点数 4,120万点 に対し、4,718

万 6,706点 で、査定率 0.275％となっており、入院分・外来分ともに減点目標点数を上回り

ました。 

項番 2「システムチェックの項目拡充」でございます。 

  「(1)審査支援システム」は、国保中央会の標準システムです。確認ランプは、医療的内容

のもので、国保中央会が設定する38,232コードのうち、本会は3,348コードを活用しました。

警告ランプ、横覧点検、縦覧点検は、事務的内容になります。警告ランプは 4,582 コード中

3,269コード、横覧点検は 228コード中 205コード、縦覧点検は 198コード中 134コードを

活用しました。 

本会では、国保中央会が設定したコードを検証し、効率的に事務共助を実施でき、効果的

であると判断したコードを活用しています。 

なお、突合審査の対象薬剤については、審査委員会の了承のもと決定しております。 

  (2)本会独自開発の外付システムである審査事務共助支援システムは、医療機関の請求傾向

や審査委員の審査傾向を反映できるシステムで、チェック項目については、審査委員と職員

で協議し、追加や削除を繰り返し、本会の審査に効果的に活用しています。追加項目状況は、

記載のとおりでございます。 

項番 3「システムチェック項目の処理参考資料作成」ですが、平成 27年 4月に機能追加さ

れた画面審査システムの「エラーコード補助情報」機能について、確認ランプ等の各コード

に係る処理の参考資料として活用するため、画面審査システムへ処理方法等の情報を登録し、

平成 27年 6月から運用を開始しました。 

  また、平成 27年 8月からは利便性向上のため、登録情報を文言整理しました。 

項番 4「審査委員とのコミュニケーション向上」については、本会職員が審査委員に審査

関係事項等を確認した回数を記載しております。月平均で 410件となりました。 

項番 5「職員の知識向上のための研修会」では、次ページにまたがりますが、審査第 1 部

の所属年数別の研修、審査事務共助指導課全体研修を記載のとおり実施いたしました。 

項番 6「事務審査課との情報共有」については、事務審査課における審査事務共助の充実・

強化を図るため、審査事務共助指導課と事務審査課の連携会議を毎月開催し、算定ルール等

のシステムチェック項目の理解度等を深めました。 

  また、事務審査課が洗い出した審査事務共助に関する課題や改善点等について情報の共有

を行いました。 

項番 7「保険者再審査申し立ての検証」については、連合会責任分を検証し、その結果を

原審査で有効的に活用するため、再審査課から審査事務共助指導課に事例を提供しておりま

す。平成 27年度の事例数は 307事例ありました。 
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最後に、「（その他）」として「年度別計画における新たな数値目標の設定について」でござ

います。 

  平成 27年度の実績が、当初設定した平成 28年度目標数値を上回ったことから、新たな目

標数値として月平均 4,750万点の設定が、第 5回経営計画推進本部会議にて承認いただいて

おります。 

自己評価は、計画以上の達成率となりましたので「A」としました。 

内部評価も「A」で、「数値目標を上回る実績を評価するとともに、国保中央会との連携を

強化し、システムチェック項目を拡充する等、新たな数値目標の達成に向けて、審査事務共

助の充実に努められたい。」との意見をいただいております。 

今後の方向性として、引き続き、画面審査システム等の活用や職員の審査知識向上等に取

り組み、原審査の充実・強化を図ってまいります。 

  参考として掲載いたしました、平成 23年度から 27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。 

  本会の平成 27 年度の査定率は 0.275％で、全国 47 の国保連合会のランクでは、「11 位」

となっております。 

  また、記載はありませんが、支払基金東京支部の平成 27年度の査定率は 0.263％で、全国

47の支払基金のランクでは、「16位」となっております。 

 

③企画事業部（説明：小椋企画事業部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

 〔№1-2-1 国民健康保険料（税）収納率向上の支援〕 

計画の概要は、国保料（税）の徴収部門職員等向けの研修会をはじめ、参考となる保険者

の取り組み事例の紹介や情報交換の場の提供、被保険者を対象とした広報活動等、保険者が

行う国保料（税）の収納率向上対策を支援するものでございます。 

年度別計画と単年度計画についてはお読み取りいただきまして、下段の取り組み項目とス

ケジュールですが、平成 27年度の取り組みとしては、項番 1の「収納率向上アドバイザーの

派遣」、項番 2の「収納率向上対策研修会等の実施」、項番 3の「収納率向上対策窓口相談事

業の実施」、項番 4の「収納率向上の効果検証」になります。 

項番 1「収納率向上アドバイザーの派遣」では、保険者に対し事業の周知等を行い、また、

個別に参加のアプローチも行いましたが、利用申請は無く、実施できませんでした。 

項番 2「収納率向上対策研修会等の実施」です。平成 27年 5月には国保料（税）の収納及

び滞納整理の事務初任者を対象に、講師には以前、東京都国保課で徴収指導員をされていて、

自治体等での講師経験が豊富な方を招き、収納率向上・納付促進、更には滞納整理に向けた

心構え等の基礎知識の習得を目的とした講義や事例研修を行いました。 

平成27年9月には課長・係長級等を対象に東京税務協会から講師を招き開催いたしました。 

また、平成27年12月には東京税務協会及び多重債務整理に実績のある弁護士を講師に招き、
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実務担当者の職員を対象とした滞納整理等の手法について研修を開催しました。なお、当日

は東京都福祉保健局による平成 27年度褒賞制度賞状授与式を行い、受賞保険者から収納率向

上に関する取り組み状況を発表いただき、その後、担当者間で課題等を話し合える情報交換

の場を設けました。 

それぞれ研修の受講後に行ったアンケートの回答では「わかりやすく、理解を深められた」

等のご意見を頂いております。 

項番 3「収納率向上対策窓口相談事業の実施」については、平成 27年 9月から 12月まで

の期間で、相談窓口を開設いたしましたが、目標の 10件には至りませんでした。 

項番 4「収納率向上の効果検証」ですが、これは上記 3 つの事業実施後、保険者での事業

実施で、どの様な効果が生じたかを検証するものでしたが、効果測定には至りませんでした。 

続いて「（その他）」です。 

先ほどの項番 1及び項番 3につきましては、保険者側では国保課と納税課等の収納部門が

連携した対策を講じたり、また、東京都主税局や福祉保健局、東京税務協会等が行う事業等

を活用する等、既に環境が整っていることから、国保料（税）のみを扱う本事業の利用は今

後も見込めないため平成 27年度をもって廃止し、従来から行っている「研修会の実施」に加

え、「保険者の先進的な取り組み事例」や「収納率の伸びが顕著な事例」の情報提供等、「取

り組み事例発表及びグループワークの実施」を追加し、更に直接被保険者に働き掛ける必要

性も増していることから、「収納率向上に向けた広報活動」も計画に追加することを、第 5

回経営計画推進本部会議にて了承をいただいています。 

自己評価ですが、収納率向上対策研修会については計画どおり実施できましたが、収納率

向上アドバイザー派遣及び窓口相談事業については目標の達成には至らなかったため、「B」

としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「B」で、「収納率向上対策研修会の内容を充実さ

せるとともに、保険者ニーズを踏まえた新たな支援への取り組みを検討し、更なる国保料（税）

収納率向上に寄与されたい。」との意見をいただいております。 

最後に今後の方向性として、保険者の取り組み事例の紹介や情報交換の場の提供、被保険

者を対象とした広報活動等の新たな取り組みを充実させることで、保険者支援を改めること

といたします。 

 

〔№1-2-3 第三者行為損害賠償請求収納事務の受託範囲拡大〕 

計画の概要は、国保保険者と本会との第三者行為損害賠償請求収納事務において、事務受

託対象外の自転車に係る事故においても本会で処理できるよう、受託範囲の拡大を図るもの

でございます。 

年度別計画と単年度計画についてはお読み取りいただきまして、下段の取り組み項目とス

ケジュールですが、平成27年度の取り組みとしては、項番1の「事務受託に係る影響調査等」、

項番 2の「契約書及び仕様書の検討等」、項番 3の「事務手数料の検討及び確定」、項番 4の

「保険者への意向調査及び契約の締結」になります。 
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執行状況ですが、項番 1「事務受託に係る影響調査等」では、自転車事故に関する実情等

を把握するためのアンケートの実施、また、国保中央会等から情報収集をするとともに、自

転車事故に関する相談を受けた 19保険者を訪問し、実情の調査及び課題等を整理しました。 

そして、事務受託に係る本会の求償事務処理体制強化に向けて、精通した人材確保のため、

国保中央会等と連携を図り、実績のある損害保険会社や損害保険協会等に人材の紹介を依頼

し、平成 28年１月から損害保険会社 OB１名を雇用し、体制の強化を図りました。 

項番 2「契約書及び仕様書の検討等」についてはお読み取り願いまして、項番 3「事務手数

料の検討及び確定」です。他県の国保連合会の手数料単価等を参考に、経理課と協議の上、

従来からの求償事務処理と同単価である、1案件 5,250円とすることで確定いたしました。 

次に項番 4「保険者への意向調査及び契約の締結」では、保険者の意向調査結果をまとめ、

事務の受託範囲とその条件等について、平成27年10月開催の第三者行為求償事務講習会や、

平成 27年 11月開催の保険者ブロック会議等にて説明いたしました。 

また、契約締結に向けては、平成 28年 2月、東京都主催の「第三者行為による被害に係る

求償事務の取組強化」の保険者説明会にて、自転車事故に関する事務受託条件等の詳細につ

いて説明いたしました。 

続いて「（その他）」です。 

平成 27年 12月に厚労省から「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」

が通知されました。 

この中で、第三者求償の契機となる傷病届について、確実かつ早期に提出されるよう損害

保険団体が傷病届等を作成すること、そして、この取り決めに関する覚書を都道府県内全区

市町村等が同時に締結することが示され、また、保険者の事務負担軽減のため、国保連合会

が区市町村等から委任を受けて損害保険団体との覚書締結事務を代行することが求められた

ため、積極的に国保中央会への働きかけや、東京都及び都内保険者と協議、調整を行いまし

た。 

また、平成 28年 2月、東京都主催の「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化に

関する説明会」において、厚労省から通知発出に至る経緯等の説明を受けるとともに、本会

からは、損害保険関係団体との覚書締結に関する概要等を説明いたしました。 

この覚書締結は、短期間での作業となりましたが、東京都等との調整や保険者への周知等

により、都内全保険者から委任を受け、覚書を締結することができました。 

自己評価ですが、保険者等との契約を締結し、円滑な事務処理開始に繋げることができた

ため、「A」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、「今後は、円滑な自転車事故に関する第

三者行為損害賠償請求収納事務に努め、保険者等が進める求償事務の取り組み強化について

も貢献されたい。」との意見をいただいております。 

最後に今後の方向性として、自転車事故に関する事務処理が円滑に進捗できるよう、運用

に努めてまいります。また、厚労省通知に基づく求償事務の取り組み強化については、東京

都、国保中央会及び他県国保連合会と連携を密に図り、保険者事務の負担軽減のため、本会
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の事務処理体制の強化等に取り組んでまいります。 

 

〔№2-1-1 効率的な組織運営の検討及び見直し〕 

計画の概要は、計画的な職員定数管理を行うとともに、事務の効率化や新たな事業の実施

等を踏まえた効率的な組織運営を整備するものでございます。 

年度別計画と単年度計画についてはお読み取りいただきまして、下段の取り組み項目とス

ケジュールですが、平成 27年度の取り組みとしては、項番１の「（1）計画的な定数管理及び

計画の見直し」、「（2）職員定数適正化計画の検証及び結果報告」、項番 2の「定数配置を検討

するための調査・ヒアリング」、項番 3の「事務量調査の実施」、項番 4の「次年度組織（案）

の検討及び決定」になります。 

執行状況ですが、項番 1の「(1)計画的な定数管理及び計画の見直し」では、今後の制度改

革対応等に万全を期すため、職員数の確保を主眼に置いた「職員定数適正化計画（第 3版）」

を、平成 27年 10月に策定しました。その後、区市町村等の各ブロック会議で報告し理解を

得、平成 27年 11月の理事会等にて最終報告を行いました。第 3版の概要については記載の

通りですので、お読み取り願います。 

次に「（2）職員定数適正化計画の検証及び結果報告」ですが、平成 27年度の職員定数と「適

正化計画（第 2版）」との検証作業を行い、平成 27年 5月開催の経営計画推進本部会議にて

報告しました。 

項番 2「定数配置を検討するための調査・ヒアリング」では、全部署と実施しました。 

項番 3「事務量調査の実施」では、実施要領の制定や各部署の調査項目検討、マニュアル

の改訂作業等の作業後、試用期間を経て、平成 27年 10月 10日から 11月 9日までの期間に

事務量調査を実施し、集計作業を 11月中旬、分析作業を 12月末に完了しました。 

項番 4「次年度組織（案）の検討及び決定」ですが、ここに記載の①から④までの要素を

総合的に勘案した上で検討を行い、平成 27年 12月末に決裁を得ました。 

自己評価ですが、全般を通して遅延なく取り組むことができたことや、「適正化計画（第 3

版）」を策定できましたので、「A」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、「国保制度改革等の情報収集を積極的に

行い、新たな事業の実施等を見据えた効率的な組織体制の整備に努められたい。」との意見を

いただいております。 

最後に今後の方向性として、引き続き計画的な定数管理を行うとともに、国保制度改革等

に伴う新たな事業を見据えた効率的な組織体制について検討してまいります。 

また、規制改革会議等における審査支払機関の検討状況では、厚労省内に設置された有識

者検討会の動向の情報収集を強化しながら、本会の事業運営に与える影響についても検討を

進めていく必要があると考えております。 

 

④保健事業担当（説明：幸保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 
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〔№1-2-2 保険者が行うデータヘルス計画に係る支援〕 

計画の概要は、保険者等が策定するデータヘルス計画の目標達成に向けて、効率的かつ効

果的に保健事業が実施できるように保険者を支援し、また、KDB システムについて参加保険

者を拡大するものです。 

「期待される効果」以降については、お読み取りいただき、16ページからの「実績（執行

状況）」をお願いします。 

項番 1の「保険者が行う保健事業に関する支援」につきましては、保険者が実施する保健

事業に関して、企画段階から助言や情報提供等の支援を記載の 3保険者に対し、計 6回実施

しました。なお、記載はありませんが、この他にも例年どおり、健康づくり事業への保健師

派遣を 25保険者に対して実施しております。 

  項番 2の「データヘルス計画の円滑な実施に向けた支援」につきましては、表にあります

ように、平成 27年 5月にシンポジウムを開催し、既にデータヘルス計画を策定した保険者の

事例発表を行いました。 

また、平成 27年 9月には、データヘルス計画の円滑実施に向け、課題の設定方法等につい

ての講演会を開催し、平成 28年 2月にはデータヘルス計画実施後の評価に焦点を当てた研修

会と保険者の事例発表を併せて行いました。 

いずれの講習会・研修会においても、データヘルス計画の策定状況等に合わせた事例を含

めていたことから、大変参考になったと好評でした。 

  項番 3の「保健事業支援・評価委員会の運営」については、データヘルス計画の策定にあ

たり支援を希望した 20保険者を、第 1期と第 2期に分け、委員会を 6回開催し、支援等を実

施しました。委員とグループごとに対面方式で細やかな助言・支援を実施できたことにより、

他の保険者の状況等を直接に質問ができ、支援保険者からは大変好評でした。 

 17ページをお願いします。 

  項番 4の「KDBシステム参加促進」については、平成 27年度から健診、医療、介護の制度

別での参加を可能としたことや過去データの移行作業の実施もあったことから、国保保険者

においては、新たに 43保険者が参加し、27年度末で合計 78保険者が参加、参加率は 92.9％

となりました。 

また、広域連合においては、平成 27年 10月に参加、11月から月次データを還元しました。 

なお、参加後の支援として 32保険者、113名に対し、操作研修を実施しました。 

表の下の「その他」にあります、KDB システムの状況につきまして、国保中央会は洗い出

しの結果、35項目の不具合を確認しておりましたが、平成 27年 12月処理からは不具合を解

消した月次データを保険者へ還元することができました。 

なお、過去データの移行作業に関しては、平成 28 年 1 月開始、保険者へのデータ提供 6

月末予定でしたが、6月 26日に完了いたしました。 

自己評価ですが、保険者が策定するデータヘルス計画については、保健事業支援・評価委

員会による支援の他、講演会等を実施し、幅広い支援を行うことができました。 
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また、KDB システムの参加促進については、保険者の個人情報保護審議会等の状況を把握

しながら、参加に必要な情報を提供し説明していくことで多くの保険者に参加いただくこと

ができましたので、「A」としました。 

内部評価も「A」で「保健事業支援・評価委員会の円滑な運営を継続するとともに、保険者

が行うデータヘルス計画に係る幅広い支援等に貢献されたい。」とのご意見をいただいており

ます。 

最後に「今後の方向性」として、引き続き、講演会や保健事業支援・評価委員会において

保険者支援を行うとともに、データヘルス計画の策定が遅延している保険者及び保健事業の

実施における PDCA サイクルによる実施が困難な保険者への支援にも積極的に関わってまい

ります。 

また、KDB システムは過去データの移行作業及び保険者へのデータ提供を着実に実施して

いくとともに、操作研修や活用方法等について、引き続き情報提供してまいります。 

 

⑤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。） 

 

〔№1-3-1 介護保険制度改正に対応した苦情相談業務の拡充〕 

計画の概要は、制度改正に伴い、予防給付のうち訪問介護・通所介護サービスが区市町村

の「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）に移行することから、区市町村の

意向を踏まえ、新しい総合事業に係る苦情にも可能な限り対応する。 

また、事業者支援研修会、苦情相談白書作成等の啓発事業を拡充し、事業者及び区市町村

を支援する。というものでございます。期待される効果以降につきましてはお読み取り願い

ます。 

項番 1として、新しい総合事業について、区市町村からの依頼に基づき、困難案件を中心

に本会が苦情対応を行うこととし、手続き等を進めました。 

国のガイドライン（平成 27年 6月発出）に基づき、実施要綱等を作成し、平成 27年 8月

に保険者向け説明会を実施しました。平成 28年 3 月末現在、12 保険者から依頼を受けてお

り、現在のところ苦情は寄せられておりません。 

 また、平成 27年 10月開催の区市町村等窓口担当者連絡会においては、新しい総合事業の

先行実施区市町村（荒川区、稲城市）の取り組み状況の発表と意見交換を行い、好評を得て

おります。 

 次に、項番 2として、事業者支援研修会の企画・開催に取り組みました。 

平成 27年 9月 29日、30日の両日にわたり、「介護サービスにおける医療と介護の連携～

地域包括ケアシステムの実現を目指して～」をテーマに 3名の講師（訪問看護師、秋山正子

氏、弁護士、高村浩氏等）を招いて開催いたしました。昨年よりも収容規模の大きな会場を

確保し、参加可能人数を 3,600人に増やしました。 

参加者アンケートでは、回答者の 89％の方が講義内容を今後に活用すると回答しています。 
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平成 28年度は、「認知症高齢者への介護サービスの質の向上」と「質の高い介護人材の育

成」の 2つのテーマで研修会を企画し、講師の選定を行っております。 

 次に項番 3として、「介護サービス苦情相談白書」の作成・発行に取り組みました。 

 平成 27年度は、例年の統計情報と苦情事例に加え、苦情事例の多い「状態悪化時の対応」

について、過去 15年間分の苦情申立事例を分析し、苦情予防の留意点を掲載しました。 

平成 27年 8月末に発行した苦情相談白書は、9月に本会ホームページ上で公開し、多くの

事業者に苦情相談白書を活用してもらえるよう、関係機関へのリンク設定を依頼しました。

また、メールマガジンを活用した事業者への周知についても検討、準備を進めております。  

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

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、「新しい総合事業に係る苦情相談対応を

着実に実施していくとともに、メールマガジンを活用した各種情報提供にも積極的に取り組

まれたい。」との意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性としては、新しい総合事業の苦情対応について、平成 28 年度は 26

保険者が本会に依頼する予定でございますので、引き続き、保険者と連携して苦情相談対応

を行ってまいります。 

また、介護サービスの質の向上を図るための事業者支援研修会や苦情相談白書作成等、啓

発事業の一層の充実を図り、事業者及び保険者の支援を強化してまいります。 

                             

〔№1-3-2 介護給付適正化システムの有効活用による介護給付適正化の推進〕 

計画の概要です。 

  これまでの取り組みの実績を踏まえ、保険者及び東京都との連携をさらに推し進め、介護

給付適正化システム（適正化システム）の有効活用等により、介護保険事業（支援）計画や

介護給付適正化事業の着実な進展に寄与するものでございます。 

期待される効果以降につきましては、お読み取り願います。 

項番 1「東京都と連携した保険者機能強化の推進等」です。 

1 つ目として、東京都の「第 3 期介護給付適正化計画」では、本会が保険者の依頼に応じ

て出前研修を実施するとしています。足立区から研修依頼があり、平成 27年 5月に実施して

います。 

2 つ目として、適正化システムの有効活用事例の効果検証のため、適正化効果が高いチェ

ック項目である「居宅介護支援の初回加算（保険者確認分）」について、江東区の協力を得、

事業所への確認後、過誤調整の結果、約 6万円の削減効果を上げました。また、今年 2月開

催の東京都介護給付適正化推進研修会において、江東区の担当者から有効活用事例として発

表いただきました。 

項番 2「適正化システムの利活用に関する保険者説明会等の開催」です。 

  こちらは、適正化システムの機能と操作方法等に関する保険者説明会を平成 27年 10月に

開催し、44保険者（66名）の参加がありました。 

項番 3「適正化システムの有効活用事例の提供」、項番 4「モニタリングシステムの有効活
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用事例の提供」です。いずれも保険者説明会等において有効活用事例を情報提供するもので

すが、項番 3では、「居宅介護支援の初回加算（保険者確認分）」のほか、保険者で容易に確

認が可能な「居宅療養管理指導の制限回数超過」、「複数の事業所による緊急時訪問看護加算

等の算定」、「サービス実績のない居宅介護支援の計画費請求」、そして、項番 4では、厚労省

から提示されている「ケアプラン点検支援マニュアルの活用方法」の例示にある「特定のサ

ービスのみ利用している者」、「給付限度額を多く利用している者」等の抽出方法について情

報提供いたしました。 

項番 5「介護保険制度改正等に伴うシステム改修の実施」です。 

  1 つ目は、適正化システム（全国標準システム）の状況ですが、制度改正対応版は、国保

中央会から平成 27年 10月 26日にリリースがあり、導入を完了いたしました。保険者へ提供

が遅れていた「給付実績を活用した情報」は、平成 27年 11月から保険者に提供を始め、平

成 28年 3月からは通常日程による月分の情報を還元いたしました。 

2 つ目は、外付システムの改修状況についてです。総合事業、小規模多機能型居宅介護等

の新規サービス、新たなチェック項目「福祉施設在宅入所相互利用加算」等の追加に伴い、

外付システムへの取り込みや帳票変更等の改修を行いました。 

  3 つ目は、モニタリングシステムについてです。総合事業及び小規模多機能型居宅介護等

の新規サービスの項目等の追加改修が予定どおり終了しましたので、平成 27年 9月から保険

者に提供を開始し、10月から通常日程による月分の情報を還元しております。   

自己評価です。 

  報酬告示等関係資料の遅延に伴い、適正化システム（標準システム）は約半年遅れでリリ

ースされ、外付システム等の改修にも影響が出ましたが、年度内に情報還元できたため、「A」

としました。 

内部評価も自己評価同様「A」で、「引き続き、適正化システム及びモニタリングシステム

等の有効活用事例の提供等、保険者が行う介護給付適正化の推進に努められたい。」との意見

をいただいております。 

最後に、今後の方向性として、第 3期介護給付適正化計画も 2年目となることから、更に

適正化システムの利活用に関する保険者説明会等の充実、並びに出前研修を保険者に促し、

積極的に介護給付適正化関係等の説明を行ってまいります。 

また、介護給付適正化事業の先進的な保険者の情報収集を行い、有効活用事例として他の

保険者へ発信してまいります。 

 

⑥総務部（説明：木村事務局次長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№2-2-1 人材育成基本方針に基づく人材育成〕  

計画の概要は、平成 21年 7月策定の人材育成基本方針を改訂し、「目指すべき職員像に向

けた人材育成を図るための取り組みを実施する」ものでございます。 
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期待される効果は、職員の能力向上を図り、保険者ニーズに対応できる人材を育成するこ

とで、保険者サービスの充実や効率的な組織運営に寄与することができることでございます。 

年度別計画では、「人材育成基本方針の改訂」でございます。 

取り組み項目と概要及びスケジュールについては、お読み取り下さい。 

執行状況でございます。 

項番 1「人材育成基本方針の改訂に係る情報収集等」では、各区市町村における人材育成

基本方針を調査するとともに、当初策定時と現在との情勢の変化について比較・洗い出しを

行いました。 

「(2)職員アンケートの実施」では、実施準備を行いましたが、アンケート予定時期に労働

組合がアンケートを実施し、設問等が重複する部分があったことからアンケート実施を行わ

ず、課長・係長からのヒアリング等により情報収集を行いました。 

また、「(3)改訂事項の検討」では、職員への周知度を高める方策として、通常の改訂版と

は別に A3見開き程度の概要版を作成することとしたこと、また、本基本方針において長期的

な目標は設定しないこと等、改訂事項についてそれぞれ検討いたしました。 

次に、項番 2「人材育成基本方針の改訂作業及び周知」では、収集した各種情報等を基に、

改訂のポイントを記載した骨子及び改訂版人材育成基本方針の素案を作成いたしました。 

しかしながら、煮詰めの作業及び組織としての策定手続きを未だ終えておらず、(2)に記載

のとおり、遺憾ながら改訂版の策定には至りませんでした。 

その他でございます。職員研修につきましては、現行の人材育成基本方針に基づき実施い

たしました。  

自己評価でございます。 

改訂の骨子や素案を作成しましたが、今後の制度改革等を見据えた本会職員の将来像等の

検討に時間を要したことから策定に至らなかったため、「C」といたしました。 

また改訂版の策定につきましては、たいへん恐縮でございますが、平成 28年度に繰越しさ

せていただきます。 

内部評価も「C」で、人材育成基本方針の改訂にあたっては、関係部署と連携を図りながら、

計画の確実な実行に向けて取り組ま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。先ほど執行状況報告の中で申し上げました「煮詰め」の作業

について、関係部署と連携し意見を反映させるという観点から、各部の課長 7 名による検討

会を構成し、検討を始めております。平成 28年度上半期での策定を目途として、効果的かつ

実態に沿った人材育成基本方針となるよう調整を図ってまいります。 

 

〔№2-3-1 法人税対応に伴う会計処理の見直し〕 

計画の概要は、平成 26年 10月末に厚労省から発出された連合会の経理事務についての通

知等に基づき、毎年度の通常処理業務の位置づけとして会計処理を見直すものでございます。 

期待される効果は、国の通知に基づく会計処理を行うことで、法人税が課税されることな

く、保険者からも理解が得られることです。 
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年度別計画は、法人税対応に伴う会計処理の見直しでございます。 

取り組み項目と概要及びスケジュールについては、お読み取り下さい。 

執行状況でございます 

項番 1 「平成 26 年度実費精算額の試算及び確定処理」では、出納室が主管となり、出納

閉鎖後、精算額の試算に速やかに取り組み、平成 27年 7月初旬に確定しました。 

結果として、「後期高齢者医療事業」と「特定健診等事業」の 2つの特別会計で実費精算額

が生じることとなりました。 

項番 2 「保険者等への周知」 につきましても出納室が主管となり、各事業担当課長会を

はじめとして、保険者へ決算の報告、実費精算の有無についての説明を行うとともに、併せ

て公文書を発出等、これら周知について、平成 27年 7月中に完了しました。 

項番 3 「本会基幹会議における上程」では、平成 26 年度決算と併せ、この実費精算にか

かる「平成 27年度の予算補正」及び「平成 26年度の剰余金処分計画書」を提出し、承認さ

れました。 

項番 4 「実費精算処理の実施」 につきましては、2つの特別会計で平成 27年 9月の手数

料・負担金の請求から控除する精算処理を開始し、後期は 9月請求の 1か月で処理が完了し、

健診では 9月から 1月請求の 5か月で完了いたしました。 

項番 5 「平成 28 年度予算編成作業」 では、過去の実費精算の状況と平成 27 年度の決算

見込み等を考慮して取り組み、本会として翌年度の予算を提示する平成 27年 11月の大綱予

算会議及び各担当課長会議に間に合うよう、手数料等の見直しを行いました。 

最終的には平成 28年 2月末に開催した通常総会で、手数料単価等も含めた平成 28年度予

算について議決を得ました。 

自己評価でございます。 

計画どおり実施することができましたので「A」といたしました。 

内部評価につきましても「A」で、今後は経常業務の中で、国の通知に基づく適切な会計処

理に努められたい、とのご意見をいただいております。 

今後の方向性でございますが、本計画につきましては、今後も毎年度継続していく初年度

の取り組みとして、通常処理業務に位置付ける当初の目標を達成することができたため、平

成 27年度をもって取り組みを終了といたします。 

本計画は終了するものの、今後は経常業務の中で、手数料等実費精算の判定処理、精算額

の確定を含め、毎年度取り組むこととなります。 

7 月の決算総会をはじめとした基幹会議の円滑な運営のため、保険者等への事前周知等、

関係部署と連携を図り効率良く実施してまいります。 

また、実費精算の結果から要因等を分析し、今後も必要に応じて翌年度以降の予算編成に

反映してまいります。 

 

⑦システム管理部（説明：中茎システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 
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〔№3-2-1 国保総合システムの機器更改に係る次期国保総合システムへの移行〕 

計画の概要は、現行国保総合システムの機器更改を平成 29年度に行うことに伴い、国保中

央会が開発する次期国保総合システムへの移行と本会外付システムの再構築を行うものでご

ざいます。 

年度別計画はお読み取りいただきまして、単年度計画の「取り組み項目と概要」の欄をご

覧願います。 

  平成 27年度の取り組みとしましては、記載のとおり、項番 1「情報収集」、項番 2「次期国

保総合システムに係る設計書等の確認」、項番 3「システム切替及びデータ移行計画の策定等」、

項番 4「外付システム設計等」としています。 

項番 1の「情報収集」では、国保中央会主催の説明会等に参加し、次期国保総合システム

の移行に関する情報収集を行いました。上段の表にありますとおり国保総合システムは、共

通基盤システムをはじめとする、5 つのシステムを集めた総称です。各システムの主な内容

は記載のとおりですが、表の右側のグループ名称欄に共通基盤系・審査支払系・保険者サー

ビス系と 3つにグループ化されており、国保中央会では、このグループごとにシステムの開

発業者を選定しています。下段の表は、国保中央会主催の各種説明会等の開催状況を記載し

ています。各々、その時点での情報収集に取り組みました。 

項番 2の「次期国保総合システムに係る設計書等の確認」では、国保中央会から提供され

た説明会資料や基本設計書等の確認を行い、不明な点等について、適宜、問い合わせを実施

しております。各種資料の問い合わせの件数については、表に記載のとおりの件数となって

います。 

項番 3の「システム切替及びデータ移行計画の策定等」の「（1）支援業者の選定」ですが、

次期国保総合システムへの移行にあたり、本会の全体計画、運用設計、環境構築設計、外付

システム開発、データ移行等、各種作業を行う支援業者を選定しました。 

項番 4の「外付システム設計等」では、開発計画書の策定や、次期国保総合システムで採

用するミドルウェアのバージョン変更等に伴うマイグレーション対応への洗い出しや、標準

システムの機能変更に伴う影響調査を実施いたしました。 

自己評価ですが、各工程について予定どおり実施することができたため、「A」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、引き続き、次期国保総合システム等に関

する情報収集を継続するとともに、機器調達等の環境整備や外付システムの再構築等、各工

程を着実に実施されたい、との意見をいただいております。 

最後に、今後の方向性として、今後は外付システム開発をはじめ、次期国保総合システム

への移行に関する各作業が多岐にわたることから、各工程の進捗管理を確実に実施し、円滑

なシステム移行に向けて対応してまいります。 

 

 （植村座長） 

続いて、「平成 27年度決算について」出納室から説明願います。 
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 イ 平成 27年度決算について 

 

（水田出納室長） 

 （資料№3-1に基づき説明。以下、要旨。） 

 

平成 27年度の決算につきましては、お手元の資料№3-1「平成 27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。 

それでは概要の 1 ページをお願いします。ここから 2 ページ目にかけて「各会計・勘定

別決算状況一覧表」を載せております。 

各会計の合計は、2 ページの最下段「合計」欄の左から 2 列目の収入済額 3 兆 6,593 億

2,932万 5,019円、91.4％の収入率です。 

支出済額は、3兆 6,562億 3,874万 8,359円、91.4％の執行率です。 

3ページと 4ページは積立金の状況、5ページ以降は、各会計の決算状況となっています。

以降、1ページから 4ページまでで、ご説明いたします。恐れ入りますが、1ページにお戻り

下さい。 

表の見方ですが、中央が「歳入」、その右が「歳出」、右端が「決算残額」です。この順で、

ご説明いたします。 

それでは、「一般会計」の「歳入の収入済額」は 25億7,743万9,196円、予算現額に対す

る収入率は 91.4％です。主な収入は、会員負担金ですが、27年度は、富士・国保連ビルの

売却収入があり、歳出の財政安定積立金へ積み立てております。 

続いて、右の「歳出の支出済額」は、24億7,394万8,302円、執行率は 87.7％です。主な

支出は、職員人件費や事務所維持管理費、広報宣伝費、保健事業費等です。 

歳入歳出差引残額 1億 349万 894 円は決算残額として 28年度へ繰り越します。以降、各

会計も同様に右端の「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 211億 6,126万 1,625円、収入率は 83.0％です。主な収入は、国保、公費負

担医療の審査支払手数料、審査支払事務に対する東京都補助金及び前年度からの繰越金です

が、27年度から、前期高齢者の医療費の自己負担の 1割を軽減するための国の補助金を、本

勘定で受け入れ、公費支払勘定及び柔整の特別会計に繰り出すこととなったこと、また、次

期国保総合システムの開発経費を負担するための財源を減価償却引当資産から繰り入れし

ていることなどから、歳入及び歳出とも、前年度より大幅に増加しております。 

支出済額は 196億 6,676 万 6,625 円、執行率は 77.1％です。主な支出は、職員人件費や

事務所維持管理費、電算委託管理費等で、各会計の業務勘定も同様ですので、以降の説明は

割愛いたします。 

歳入歳出差引残額 14億 9,449万 5,000円は、決算残額として平成 28年度へ繰り越しし

ますが、このうち、約 7億円は、前期高齢者の負担軽減措置に係る国への返還金です。 
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次に、その下の 3つの支払勘定は、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ので、後ほどご覧いた

だければと思います。この他の支払勘定等も同様ですので、以降の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 71億 6,188万 3,599円、収入率は 91.8％です。主な収入は、審査支払手数料

や東京都後期高齢者医療広域連合からの委託金、繰越金等ですが、27年度から、国保と同様

に次期国保総合システムの開発経費を負担するための財源を減価償却引当資産から繰り入

れしております。 

支出済額は 64億 5,494万 2,341円、執行率は 82.7％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 8億 9,780万 7,894円、収入率は 120.3％です。主な収入は、国保特定健診・

特定保健指導負担金や特定健診手数料、繰越金等ですが、27年度は、繰越金の金額が増えた

ことにより、収入率が増加しております。 

支出済額は 5億 4,088万 1,666円、執行率は 72.5％です。 

次の「第三者行為 損害賠償求償事務 共同処理事業 特別会計」と、その下の、「柔道整

復施術料等 支払代行業務 特別会計」につきましては、お読みとり願います。 

次は、１番下の「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 3,779億 2,133万 7,922円、収入率は 97.3％です。主な収入は、区・市町村

保険者からの拠出金です。 

  支出済額は 3,779億 1,716万 2,110円、執行率は 97.3％です。主な支出は、区・市町村

保険者に対する交付金です。 

恐れ入ります、次のページをお願いします。１番上の、「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 2,764万 7,059円、収入率は 96.3％です。主な収入は、介護給付費審査

支払手数料などの手数料や苦情処理支援事業に対する東京都補助金、繰越金です。 

  支出済額は 12億 4,760万 1,135円、執行率は 84.2％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 7,316万 3,055円は、主に、「給付費等支払手数料」で、収入率は 101.1％、

支出済額は 2億 418万 5,061円、執行率は 75.6％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 4,367万 4,083円は、主に、「措置費支払代行手数料」で、収入率は 115.2％と

高くなっておりますが、前年度繰越金が多かったためです。支出済額は 3,146万 6,334円、

執行率は 83.0％です。 

 次の「退職金特別会計」につきましては、お読み取り願いまして、その下の「富士・国保

連ビル貸付事業 特別会計」は、ビルを売却するまでの約 6か月間の収支になっています。な

お、本会計は、ビルの売却に伴い 27年度末で廃止にしております。 

 次の「国保高齢者医療制度 円滑導入基金事業 特別会計」につきましては、26年度に交付
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された交付金のうち残額の約 1か月分の収支になっております。 

その下の保険者協議会 関係業務 特別会計につきましては、法改正により平成 28 年度以

降は、国保連合会の事業ではなく、保険者協議会独自の事業と位置づけられましたので、本

会計は 28年 6月末をもって廃止にしています。なお、決算残額については、東京都保険

者協議会へ引継ぎます。 

続きまして、次のページをお願いします。こちらの 3 ページと 4 ページの表で積立金に

ついて、ご説明いたします。 

まず、左側の区分欄をご覧いただきまして、項番 1の退職給付引当資産、一つ飛びまして、

項番 3の財政調整基金積立資産、項番 4の減価償却引当資産、次のページの項番 5の電算処

理システム導入作業経費積立資産については、平成 26 年度から国の通知により、連合会が

保有できる四つの資産です。 

次に、項番 2 の財政安定積立金については、将来の不測の事態に備えて、引き続き保有

が認められた積立金です。 

次のページをお願いいたします。一番下の項番 6 の国保高齢者医療制度円滑導入基金に

ついては、制度変更に伴い、運用を停止したものです。 

  以上で資料№3-1の単式の決算概要の説明は終わりますが、ただ今、ご説明申し上げまし

た資料の次の、資料№3-2、「平成 27年度東京都国民健康保険団体連合会 各会計別収支計

算書概要」につきましては、本会では、国の通知により、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めまして、財務諸表等を作成したものです。 

内容の説明は省略いたしますが、決算の参考資料として配布しておりますので、後ほどご

覧願います。 

続きまして、次の資料、1枚ものの資料№3-3、表題が「平成 27年度決算 一般会計と各

特別会計業務勘定の合計」がございますが、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。 

簡単ではございますが、以上で説明を終わります。 

 

～質 疑～ 

 

（河津委員） 

計画№1-1-1「審査の充実」の画面審査システムに係る対応強化に関しては、昨年 5月にリ

リースされた新機能について、審査委員の意見収集を行い、早急に改善すべきものについて

国保中央会に改善要望を行ったとあります。その結果、確実な操作ができるようになって効

率化されたということで、早急な要望は聞き入れていただいたという説明になっていると思

いますが、具体的にどういう問題があってどういう改善の結果、効率化されたのかという点

についてご説明をお願いいたします。 

もう 1つ、国保中央会と各都道府県の国保連合会の関係について、システムの改修は国保

中央会が行いますが、改修は国保中央会が主体的に行っているのでしょうか、それとも各都
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道府県の国保連合会の要望に基づいて行っているのでしょうか。 

また、随時要望を出しているということですが、全ての国保連合会から随時要望が出され

ると、国保中央会はその交通整理が大変ではないかということと、そのあたりのコミュニケ

ーションがどう円滑になされているのか、その点についても具体的にお教えいただければと

思います。 

 

 （田中審査第 1部長） 

まず、機能の簡単な説明として、5 月の新機能は 2 点ございまして、レセプトの査定内容

等の審査結果については、今まで審査委員が手書きで記載していましたが、それが機械化さ

れ自動で「電子審査録」というものが作成されるようになったというのが１点目でございま

す。例えば、審査委員が病名に対して適応がないとして査定した場合、自動で電子審査録に

記録されます。病名がないということであれば適応外ということで「A」査定となり、例えば

糖尿病の検査のヘモグロビン A1Cが査定になれば、電子審査録には「A」のヘモグロビン A1C

と記録されて、適応外でヘモグロビン A1Cが査定されたと分かるようになっています。 

また、査定された項目の集計機能があり、適応外でヘモグロビンが 5件査定されていれば

「A」でヘモグロビンが 5件、過剰でヘモグロビンが 3件査定されていれば「B」でヘモグロ

ビンが 3 件と集計されます。なお、医療機関等への注意や職員への要望等については入力す

ることになります。問題点としては、ひとつの医療機関の審査を終えても電子審査録が閉じ

られず、画面下のタスクバーに蓄積されてしまい、大学病院等を審査されている先生であれ

ばひとつの医療機関の件数が多いため、次の審査に行っても 3か 4の電子審査録で収まりま

すが、1 日に 10 や 20 の医療機関を審査する先生であれば、どんどんタスクバーに溜まって

いきます。医療機関の請求に問題があって注意項目を知らせないといけないとなると入力作

業が必要となり、下に溜まったタスクバーからその医療機関の電子審査録を選ぶことになり

ますので、記載誤り等の間違いの元でした。これについては、昨年 9月に改善が図られまし

た。 

2 点目は、医療機関の請求傾向が分かる「傾向把握機能」でございます。これは、レセプ

トの中に初診料、再診料、医学管理等と項目がありますが、これらの項目ごとに請求が多い

順番に一覧表示される機能です。例えば、検査でも、何項目もある中で請求が多い順番に一

覧になります。レセプト 1 枚であれば問題ない場合でも、全体で見た際に請求が偏っている

となると、医療機関の傾向審査の対象となる場合がございますので、そういった傾向が把握

できるという機能でございます。 

さらに、セット検査として、A の検査と B の検査を併用しているレセプトについて、この

医療機関はどのくらい請求しているのか抽出すると、その検査を併用しているレセプトが集

約されます。こうした結果から医療機関の画一的な請求等について確認します。 

この機能の問題点として、検査や投薬等で注目している項目があった場合に、項目ごとに

請求が多い順番に表示されるため、審査委員の先生方としては探しにくいというところがあ

りました。請求の多い順ではなく、あいうえお順や ABC順にしてくれれば、自分の着目した
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項目をすぐに見つけられるからそのようにしてほしいと審査委員から要望がありましたので、

すぐに国保中央会に要望いたしました。要望してから改修されるまでに時間はかかりました

が、審査時間の短縮に繋がったと考えております。 

2つ目のご質問については、レセプト枚数の規模からいうと全国の 10分の 1を審査してい

る東京の声が反映されやすいとは思っていますが、システム関係はあまり大きなものを作っ

ても、規模の小さな連合会では機能の必要性等からあまり問題視されないという状況がござ

います。国保中央会には本会の職員が派遣され開発等に携わっているので、なるべく優先し

てもらいたいというところもありますが、実際には私どもだけ強く依頼することはできない

状況にございまして、ご推察のとおり、依頼を受ける側の国保中央会の意向が優先されます

ので、全国から開発の要望を受けて、優先順位を国保中央会が決めて着々と改修を進めてい

るという状況です。 

 

（河津委員） 

実際には審査委員の方がユーザーですから、使いやすいシステムに変えていただいている

ということと、それから、要望といってもそう簡単にいくものではなく、裏では大変なご努

力があることを確認できて良かったと思います。 

   

（久保村副座長） 

計画№1-3-2「介護給付適正化システムの有効活用による介護給付適正化の推進」の適正化

システムの有効活用事例の提供では、江東区の協力を得て約 6 万円の削減効果を確認できた

とありましたが、仮に都内の全区市町村が実施した場合、どの程度の削減効果が見込めるの

か、想定があれば教えていただければと思います。 

 

（松戸介護福祉部長） 

  保険者が点検をどの程度厳密に行うかにより効果は異なりますが、ご質問の江東区の事例

ですと、介護者に対しケアマネージャーが作成する居宅介護サービス計画の報酬である居宅

介護支援費に、新規に居宅介護サービス計画を作成した場合のみ算定できる初回加算を、前

回も算定していたというものを抽出したものでございます。江東区では１か月ではあります

が、そういった事例が 74件あり、そのうち 15件が過誤調整となりました。約 2割でござい

ます。居宅介護支援費の年間の請求件数は約 370万件ございます。そのうち初回加算を算定

している件数は年間で約 10万件。その中から疑義があると思われる件数は約 2,400件。この

件数に江東区の 2 割という数字をあてはめますと、480 件が過誤調整となる可能性が考えら

れます。初回加算は 1件あたり 3千円ですので、概ね 150万円が都内全域の削減効果と見込

んでおります。 

 

 （久保村副座長） 

計画№3-2-1「国保総合システムの機器更改に係る次期国保総合システムへの移行」ですが、



 - 22 - 

以前からご報告いただいている KDBシステムの事例では、システム不具合等により、なかな

か安定稼動せず、財政的あるいは作業効率の面でもかなりのロスがあって、大変苦労した経

緯を聞いています。 

システム移行後の安定稼動を実現するためには、テストが重要になるかと思いますが、テ

ストについてはどのように実施していくかをお聞かせいただければと思います。 

また、新しいシステムに移行することで、どういったことが改善されるのかという点につ

いてもお聞かせいただければと思います。 

 

（中茎システム管理部長） 

  テストについては、いくつかの工程に分類しておりまして、次期システムについては、開

発元の国保中央会が順次テストを実施します。本会は対象とはなっておりませんが、平成 29

年 3月からは全国から選定された 3つの国保連合会を先行稼動連合会として、運用テストが

実施されます。 

本会としては、自前で開発している外付システムを開発ベンダーにて行う、プログラムの

単体テストや結合テストを原則、標準システムがリリースされる平成29年4月までに完了し、

翌 5月から 11月末にかけて運用テストとして、標準と外付を稼動させたテストを実施する予

定となっております。この運用テストでは、次期システムで作成される成果物について、現

行との比較検証を行い、意図した変更点以外での相違がないことを確認する等、品質の確保

に向けた対応を行っていきます。 

改善点になりますけども、今の国保総合システムというのは、非常に性能が悪かったり、

仕様が何度も変更される等、導入当時には大きな課題が発生しました。このようなことから、

国保中央会としては全国の連合会から職員を集めた開発体制を組んでおります。 

今回の大きな改善点として、性能の改善と保険者における利便性の向上の実現を目指して

おります。性能改善に向けた具体的な対策としては、データベース製品の見直しにより類似

作業処理の統廃合が図られ、また、外付けシステムに対するデータの連携方式の見直し等に

より、外付けシステムの運用を含めた電算処理時間が短縮される想定です。これにより、確

定的なシステム運用とシステム運用経費の縮減が図れるのではないかと見込みを立てており

ます。 

保険者における利便性向上の面では、画面の遷移や画面の統廃合、検索項目の追加等によ

り、現行に比べまして業務処理にて効率的に行えると想定しており、保険者においても業務

日程の幅を広げることができると考えております。 

 

（久保村副座長） 

ありがとうございます。 

先程の報告にもありましたが、国保中央会における開発ベンダーの数が多すぎるような印

象がありますが、いかがでしょうか。 
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（中茎システム管理部長） 

国保中央会の開発については、3 つのシステムのグループごとに入札をしている関係で複

数のベンダーが関わっているといった状況です。 

 

（河津委員） 

計画№1-2-3「第三者行為損害賠償請求収納事務の受託範囲拡大」について、いわゆる加害

者に対する求償事務は、各保険者では人事異動等により専門性の蓄積が図りにくい場合があ

るので、それを国保連合会が支援することで一層の充実を図り、保険者の作業負担軽減等に

資する旨の国の通知よりも前から、東京都の国保連合会は動いていたわけで、そういう意味

で短期間に調整等を行ったということは評価できると思います。 

第三者求償事務の取り組みを強化していくという国の通知を踏まえ、自転車事故以外に今

後検討している取り組みがあればお聞かせいただきたいと思います。 

 

（小椋企画事業部長） 

昨年の 12月に発出された国の通知の中では、保険者及び国保連合会に対する体制強化が記

載されております。保険者に対しては、短期間での職員の異動等によりノウハウの蓄積が難

しいという課題を抱えている状況の中で国保連合会への委託の拡大が示されております。 

また、国保連合会が提供する標準的な事務処理マニュアル、こちらは国保連合会が作成し、

保険者へ提供することになっておりますが、そういうものを参考にしていただき、保険者の

体制強化を図りたいと思っております。 

同通知では、損保 OB 又は顧問弁護士を活用した受託の拡大といったことも謳われており、

本会では今年の 1月に損保 OBの方を 1名雇用しまして、自転車事故の受託を見据えた体制強

化を図ったところでございます。 

今後は、保険者の求償事務を更に支援する取り組みとしまして、既に損保 OBは 1名雇用し

ましたが、損保会社等から業務経験を有する求償専門員を増員し、第三者求償事務の課題等

に対する保険者における具体的な解決策の助言等を行いたいと考えております。 

また、交通事故で国保の保険を使った場合には、被保険者は傷病届を保険者に届け出る義

務があるのですが、なかなか周知されていないといった問題があるので、既に本会のホーム

ページに記載はありますが、分かりやすいかたちで届け出義務があるということの情報掲載

をしていきたいと考えております。 

さらに、すべての保険者が本会に委託しているわけではございませんので、保険者で求償

事務を担当されている方に対する研修の充実や求償事務の基礎的内容の助言、また、依頼に

基づき保険者に出向きまして個別に相談を受ける等、今まで以上に積極的に保険者を支援し

ていきたいと考えております。 

 

（河津委員） 

様々な問題を抱えている中で、広く国保のグランドデザインを考えるような時にも、着実
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にできることはやっていくといった攻めの姿勢というのが経営にはとても大事だと思います

ので、今の報告を伺って心強く思いました。着実にやれることは常に先を見ながら、手をつ

けていくという姿勢でやっていただければと思います。 

 

（植村座長） 

計画№1-1-2「審査事務共助の充実」について、項番 4「審査委員とのコミュニケーション

向上」ということで、確認回数が 400回と記載されておりますが、毎月 400回というのは相

当多いような印象があります。素人的に見ると、それほど確認することがあるのかなという

気もいたしますが、事例で結構ですので、どんなことがあり、それが審査事務共助にどのよ

うに生かされているのか教えていただければと思います。 

また、項番 5「職員の知識向上のための研修会」について、審査の実績が上がっていると

いうことに繋がってきていると思いますが、研修の内容は主催者側の観点で決めているのか、

それとも受講者側の要望を踏まえた内容で決めているのか、教えていただければと思います。 

 

（金子審査事務共助・療養費担当部長） 

1 点目の審査委員とのコミュニケーションをどのように生かしているのかというご質問で

すが、まず審査事務共助を行う上で、審査委員と職員とで信頼関係を築くということが一番

大事なことであると思っております。審査事務共助は、審査委員ごとに職員が担当して行っ

ております。審査委員と信頼関係を築くことで、審査委員の要望に沿った、医療機関の請求

傾向を把握した疑義付箋を「審査事務共助支援システム」という外付けシステムに設定する

ことが可能となり、効率的・効果的な事務共助に繋げております。また、目視による審査事

務共助を行う上で、特に医療内容的なものについては、審査委員から具体的な治療方法や臨

床上の経験からの考え方等を伺い、十分理解することで、新たな疑義付箋項目、的確な疑義

付箋を貼付することができます。 

400回という回数に関してですが、入院のレセプトは特に、1枚のレセプトに色々な診療科

が入っていることから、担当の診療科審査委員だけで判断できない、異なる診療の内容につ

いては、職員から他の専門審査委員に相談し、審査をお願いするということもあります。 

また、限られた時間の中で審査事務共助を行わなくてはなりませんので、各審査委員の次

回の来会日時を確認することで、審査事務共助の期間を確保しております。 

次に、職員の研修についてですが、平成 28年度から審査第 1部所属年数別研修として、1

年目、2,3年目、4年目以上と対象者を分けて実施しております。所属年数により職員の知識

や経験等の違いがあることから、主催者側で基本編や応用編といった形で年数に沿った内容

で研修を実施しておりますが、事務審査課の要望を踏まえた研修も実施しております。審査

事務共助指導課の全体研修につきましては、審査事務共助指導課職員は専門的に事務共助を

行っている専門職集団であることから、主に職員からの要望で研修を実施しております。 

また、審査事務共助指導課職員は診療科別担当制を敷いていることから、その診療科担当

職員が他の職員に研修を行うことで、講師を務める職員はより専門性を高めることができ、
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受講者も専門外である診療科の知識を取得することができます。この相乗効果により、審査

事務共助の充実・強化に繋げております。 

 

（植村座長） 

多様なレセプト内容ですので、確認しなければならない事項もたくさんあるということが

よく分かりました。可能な範囲で、ということではありますが、同じようなパターンの疑問

点等は皆様で共有していただき、効率的な事務運営ができるようお願いしたいと思います。 

 

（植村座長） 

№2-2-1「人材育成基本方針に基づく人材育成」に関連して、福永理事長からのご挨拶にも

ありましたが、厚生労働省内に有識者検討会が発足したとのことで、そこで塩崎厚生労働大

臣から、専門集団から頭脳集団へ転機すべきだという、お話があったということは聞き及ん

でおります。 

大臣がどういう趣旨で頭脳集団という言葉と使われたのかは分かりませんが、国保連合会

にはレセプトという、大半が電子化されている膨大なデータが存在している訳ですが、これ

を単に審査して支払うためだけではなく、もう少し分析をする材料として使えないかという

ような気がしております。 

特に、医療機関側の電子カルテや DPCデータ等は、その医療機関のみの情報になりますが、

レセプトは患者一人で集めることができますので、いくつもの医療機関を受診されている方

の受診行動パターン等を分析することが可能になるかと思います。 

国保の財政運営主体を都道府県にする、ということの両輪として、一方で都道府県の医療

供給体制に対する権限と責任を強化するという話もあるので、患者の受診行動パターン等は

医療供給体制を考えていく上で重要なデータとなってくると考えており、国保連合会として

貢献できるのではないかと考えております。 

また、どこの市町村でも介護保険事業計画を作っており、必要なデータが住民調査のよう

な形で行われているのですが、それだけでは十分に分析することができないという部分に、

国保連合会が持っている介護のデータを使うといったことも可能かと思います。 

さらに、両方のデータを持っておりますので、医療と介護の連携という点や、特に高齢者

のレセプトというのは大半が国保連合会にあり、支払基金には無い情報ですから、国保連合

会が行うべき、行うことができる重要な分析内容になってくるかと思います。 

このように、データを使って分析を行い保険者や行政の政策に貢献する、という方向性と

いうのもこれから考えていかなければならないと思います。 

そのためには人材の醸成もあるのですが、大きな運営方針として、そういった部分をどの

ようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。 

 

（加島専務理事） 

  2025年にはすべての団塊の世代が後期高齢者に加入するということで、現在内閣府、総務
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省、厚生労働省含め全体が様々な検討をされており、私が委員を務める東京都の地域医療構

想策定部会でも、今後医療計画を作る上で、それぞれの地域の中で、2025年に多くの後期高

齢者を迎えた時の状態で今までの医療提供体制で良いのか、という話が背景にあります。 

データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会でも、データを活用して最

適な医療をどうやって提供していくか、という話があります。厚生労働大臣の話は、元々、

審査支払機関がレセプトという素晴らしいデータを持っているじゃないかと、それを将来の

医療計画の中に活用するべきではないかということが根底にあると思っております。ですか

ら、我々も審査支払だけを単に行うだけではなく、データを持っているのだから、それをも

っと活用して、どんどん発言をすべきということであると思います。 

  既に 3 回ほど有識者検討会が開催されましたが、委員の意見の中で、KDB に対する高い評

価をいただいております。KDB というのは介護のデータと特定健診のデータ、国保のデータ

と、この 3つを連携して持っているので、健診データに基づき医療機関においてどのような

治療をして、それが介護にどう結びついているのか、全体を通して分かります。全体で見て

いけば、どのようにすれば最適化ができるのか、ということが分かるのではないかいう意見

を委員からいただき、我々としても、KDB はまだ始まったばかりではありますが、上手くデ

ータを活用していくことが今後の国保連合会、支払基金も含め審査支払機関が考えなくては

いけない重要な視点であると、植村座長がおっしゃったとおり、思っているところでござい

ます。 

 

（植村座長） 

 特に、これからの高齢化というのは、都市部の高齢化というのが非常に重要な部分になっ

てまいります。東京の特殊性、特異性というのもあるかと思いますので、是非東京都の国保

連合会がこうした分析の中心としてトップランナーで頑張っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

（植村座長） 

その他、何かご意見等はございますか。 

 

～内部評価に係る意見～ 

 

（河津委員） 

  №2-2-1「人材育成基本方針に基づく人材育成」について、改訂できなかったという結果は

「C」でいたしかたないとは思うのですが、改訂版を作ろうと思えばできないことはなかった

のでしょうけれども、あえてもう少ししっかりしたものを作ろうとした結果、先送りしたと

いう印象があります。評価の「C」だけを見てしまうと、誤解を招くことになりかねませんの

で、様々な内外の調整の中で「C」にしたということが分かるような文言が必要ではないかと

思います。 
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（植村座長） 

  評価の「A」「B」「C」というのは、努力したかどうかではなくて、結果どうであったかとい

うところに比重を置いているので、努力をしたのだけれどもやむを得ずできなかったという

計画についても、厳しい内容の評価になってしまう、ということかと思います。今ご意見が

ございましたように、「経営評価委員会の意見等」という欄がございますので、そこに今のよ

うなご意見を加え、確かに改善すべき点が多くあるということには違いがないものですから

「C」評価といたしますが、経営評価委員会の意見として今のお話を記載するということでい

かがでしょうか。 

 

（河津委員） 

  そのような形で結構です。 

 

（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） 

長時間にわたるご審議、ありがとうございました。 

最後に、主催者を代表しまして、理事長より一言ございます。 

 

（福永理事長） 

本日は、多くの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、ご指摘いただきました内容を踏まえ、引き続き保険者等の負託に的確に応えてい

くため、職員一丸となって計画の推進に努めてまいりますので、委員の皆様におかれまして

は、今後ともご指導・ご助言を賜りますようお願い申し上げます。 

本日は長時間にわたりありがとうございました。 

 

（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。 
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本日は誠にありがとうございました。 


