
平成24年度 平成25年度 平成26年度

審査課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
10,260,000点／月

123,120,000点／年

審査課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
11,150,000点／月

133,800,000点／年

審査課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
11,861,000点／月

142,332,000点／年

審査事務共助指導課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
15,390,000点／月

184,680,000点／年

審査事務共助指導課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
16,724,000点／月

200,688,000点／年

審査事務共助指導課所管分
（国保＋後期高齢者）

（医科＋歯科）
17,792,000点／月

213,504,000点／年

保健師派遣（15保険者）

保険者への効果的な保健事業の提案

「東京都在宅保健師の会」を活用
し、保険者の要望に沿った支援体制
の確立

保険者に対し保健事業への支援内容
の周知

保健師派遣（20保険者）

前年度の保険者の取組状況をホーム
ページ掲載、保険者へ情報発信

保健師派遣（25保険者）

医療費等統計情報の分析・活用に係
るアンケート調査の実施

モデル保険者の選定・調整

コンサルティング体制の検討

効果的な情報提供に関する会議体の
設置・課題の検討

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

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

コンサルティング体制の確立（コン
サルタントの任命）

効果的な情報提供に関する検討会議
の開催

モデル保険者における保健事業の実
施効果検証

コンサルティング活動の開始

モデル保険者の選定（保険者への聞
き取り調査並びに調整を含む）

モデル保険者への効果的な情報提供
資料の検討／モデル保険者への情報
提供

実務者向け研修会の開催

被保険者への広報宣伝活動

モデル保険者に対する特定健診受診
率向上のための未受診者対策事業実
施

他保険者（モデル保険者以外）への
情報提供

特定健診の受診率向上に係るシンポ
ジウムの開催（モデル事業の結果報
告）

介護給付適正化システムの加工情報
の有効活用事例を介護保険保険者へ
提供

モニタリングシステム活用介護保険
保険者への調査及び未実施介護保険
保険者への情報提供

必要に応じモニタリングシステムの
改修を行い、機能拡充に係る説明会
を開催

（15保険者活用） （30保険者活用）

保
険
者
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

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。

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。

保健事業に係る保険者ニーズの把握に努め、企画・立案段階から積極的に参画することで効果的な提案を行
う。

Ａ

(2-3)特定健診の受診率向上に係る支援 企画事業部　保健事業担当

　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
研修会を開催する。
　また、本会ホームページを活用し、被保険者への広報宣伝活動を行
う。

Ａ

B

(1-1)審査委員会による査定率の向上 審査第１部　審査課

　審査課所管分として、以下の目標値に向けた取り組みを行う。

（国保＋後期高齢者）（医科＋歯科）
  10,260,000点／月
123,120,000点／年

(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

企画事業部　保健事業担当

　医療費等統計情報の分析・活用に係るアンケート調査を実施し、モデ
ル保険者を選定し、コンサルティング体制の検討を行う。
　また、効果的な情報提供に関する会議体を設置し、課題の検討を行
う。

　「東京都在宅保健師の会」を活用し、５月までに保険者の要望に添っ
た支援体制を確立し、15保険者へ保健師を派遣する。
　また、ホームページ等を活用し、保険者に対し保健事業の支援内容を
周知する。

(1-2)審査事務共助の充実
審査第１部　審査事務共助指導課

　審査事務共助指導課所管分として、以下の目標値に向けた取り組みを
行う。

（国保＋後期高齢者）（医科＋歯科）
  15,390,000点／月
184,680,000点／年

「第２次経営計画」平成24年度総拢概要

取り組み項目 実施主管部署 単年度目標
自己
評価

実績（執行状況）

介護福祉部　介護福祉課

東京都と連携し、介護給付適正化システムで作成された有効活用事例を
介護保険者に提供し、ケアプラン点検の実施を促す等、介護給付費適正
化の推進を図る。
　また、「モニタリングシステムを活用し、ケアプラン点検の実施を含
めた事業者指導等の実績を上げている保険者」の情報を収集し、未実施
の保険者へ情報提供をする。

Ａ

B

Ａ

B B

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。

保険者ニーズに合わせた情報が提供できるよう、多角的な調査・検討を行う。

都内国保保険者の特定健診・特定保健指導の受診率が、平成22年度の速報値では、それぞれ「42.5％」、
「17.0％」であり、平成24年度の目標である「65％」「45％」の目標に満たないため、特定健診等の受診
率を向上するための取り組みを行う。

(2-1)保険者が行う保健事業への支援 企画事業部　保健事業担当

B

内部
評価

外部
評価

Ａ

・保険者機能強化の取り組みに対し本会が実施できる具体的支援等につ
いて、東京都と意見交換した。
・保険者が実施している現状の活用状況等について、情報収集を行っ
た。
・東京都と連携し、保険者へ活用結果の情報提供を行った。
・モニタリングシステムについて、実用的なマニュアルを検討した。
・全保険者を対象に、介護給付適正化関連システム研修会を実施した。
・新たに適正化項目を設置し、介護給付適正化関連システム研修会で周
知した。

計画事項
年度別計画

(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

・原審査査定率：0.209%（年度平均）
・原審査査定減点数：　12,360,336点／月
　　　　　　　　 　　148,324,026点／年
・診療科別（10診療科）の目標減点点数を設定した。
・事務局３者打合せ（審査課・審査事務共助指導課・再審査課）及び審
査委員を交えた会議を実施した。
・保険者再審査連合会責任分の縮減に向けた取り組みを行った。

・原審査査定減点数：　21,377,224点／月
　　　　　　　　　 　256,526,694点／年
・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を設
定した。
・審査支援システム、審査事務共助支援システムを活用した事務共助を
行った。
・入院レセプトの事務共助を専門審査と同様に２名体制で行った。
・医療機関別、診療科別に調査や分析を実施した。
・専門審査・診療科ごとに審査委員担当を配置した。
・審査委員とのコミュニケーションを拡充した。
・職員の知識向上のための研修を実施した。
・保険者再審査連合会責任分の縮減に向け、原審査の減点に結びつくよ
うな申し出を調査した。

・14保険者に対し、保健師の派遣を実施した。（24年度累計派遣回数
…25回）
・5保険者に対し、効果的な保健事業の提案等を行った。
・「東京都在宅保健師の会」を活用し、保険者の要望に沿った支援体制
を確立した。
・本会ホームページに、保険者支援状況を新設し、随時内容の更新を行
い、保険者に対して保健事業内容の周知を行った。
・保健師サービス通信（仮称）の発行に関する検討を行った。

・医療費等統計情報の分析・活用に係るアンケート調査をKDBシステ
ムの意向調査と同時期（25年度）に実施することとした。
・KDBシステムについて、課題の洗い出しや保険者としての問題点の
聞き取り調査を行い、解決に向けた検討を行っている。
・モデル保険者を選定し、疾病別医療費分析等統計資料やヒアリングな
どにより各保険者の課題を抽出し、報告方法を検討した。
・コンサルティング体制の検討を行った。
・効率的な情報提供に関する会議体の検討を行った。

・モデル保険者を選定し、効果的な情報提供資料の検討や情報提供を
行った。
・広報宣伝活動に必要な情報収集やホームページへの掲載を行った。
・保険者の特定健診担当者（実務者）向け研修会を開催した。

Ａ

ＡＡ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

B

1



平成24年度 平成25年度 平成26年度
取り組み項目 実施主管部署 単年度目標

自己
評価

実績（執行状況）
内部
評価

外部
評価

計画事項
年度別計画

組織の検討・見直し

財政計画の策定 財政計画の進捗管理

審査事務に精通した職員の育成（増
員）及び活用（配置に係る検討等）

他分野における専門職制度の必要性
についての調査・検討

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

診療報酬（審査支払）に係る業務復
旧手順書（国保・後期）の作成

安否確認訓練の実施及び緊急時参集
訓練の検討

緊急時物資の調達・備蓄についての
検討・拡充

機器更改によるシステムへの影響調
査

システム改修要件等の整理

システムの有効活用、運用方法の見
直し等による課題の整理

機器調達、環境設定、運用試験

移行計画・準備、データ移行

各種準備・外付システム開発等

データ移行（残）

本稼動（５月処理）

データ移行計画作成

基盤環境設計・構築

データ移行（外付システム含む）

現行外付システムの新環境への適用

各検証作業

性能・運用試験

機器更改版本稼動
（３月末～５月）

性能・機能改善版本番適用

都単システム等機器更改

現行（旧）環境撤去

請求支払システム機器更改による連
携調整
（１～３月想定）

新
た
な
課
題
へ
の
対
応

・「審査事務共助エキスパート研修」を全7回実施した。受講者6名の
うち、3名が専門職確認試験を受験し、1名が専門職に転向した。
・他分野における専門職制度の必要性について、アンケート調査・ヒア
リングを行い、各部署から受けた意見を基に対応方法を整理した。
・対応方法を整理した結果、専門職に特化することなく職員を有効に活
用していくこととした。よって、今後の方針が整理されたため、24年
度をもって終了とする。

Ａ Ａ
(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

Ａ

システム管理部　後期高齢者医療
事業課

総務部　総務課

専門職制度の必要性についての調査・検討し、専門職の研修（内部・外部）制度の充実を図る。

現在使用しているハードウェア及びソフトウェア等は、24年11月末日に賃貸借期間の終了を迎えることとな
る（サポート可能期間を除く）。今般、国保中央会から機器更改案が示されたため、十分検証した上で機器更
改対応を実施する。

後期高齢者医療広域連合電算処理システムは、19年に機器調達を行い、24年には耐用年数の５年が経過す
る。当該システム機器の複数年の保守延長が困難なため、24年度に機器更改を実施する。

Ａ

Ａ

システム管理部　システム管理課

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

(4-4)職員研修の充実・強化及び検証

Ａ

(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

１　これまでの職層別研修に加え、職員の自己啓発を促すため、受講者
の選定方法を所属長及び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に変更する。

２　短時間の研修も取り入れ、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。

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。

　機器更改対応に向けた後期高齢者医療請求支払システムの安定稼動・
運用のため必要な調査等を実施する。

１　審査事務に精通した職員の育成（増員）を目指し、24年度より専
門研修として、「審査事務共助エキスパート研修」を実施する。なお、
当該専門職員が増員となった場合は、審査事務共助指導課以外に人員を
配置し、査定減点数の底上げを図る。

２　他分野における専門職制度の必要性について調査・検討を行う。

―

総務部　人事課

(5)事業継続マネジメントの拡充
　事業継続計画書及び災害対策本部運営マニュアルの改訂及び未作成の
業務復旧手順書を作成し、事業継続に係る訓練を実施することで有事へ
の対応力を高め、保険者等から負託された業務を継続的に提供する。

総務部　経理課

効
率
的
で
安
定
し
た
組
織
運
営

これまでの職層別研修に加え、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る。
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る。

保険者等から負託された業務を継続的に提供するため、事業継続マネジメントの拡充を行う。

(4-3)専門分野における人材の育成・確保 総務部　人事課

(4-2)新財政計画の策定

―

ＡＡ

Ａ

ＡＡ

Ａ

―

　24年６月末までに中期的な財政収支の見通しを明らかにする財政計
画を作成し、７月に開催予定の本会の基幹会議に報告する。但し、国に
おいて国保連合会の積立金の在り方が議論されており、その動向によっ
ては、大幅なスケジュール変更を余儀なくされる可能性がある。

(4-1)組織の在り方の見直し 企画事業部　企画課
　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、被用者保険保険者の審査支払受託に柔軟に対応し得る組織を確立
する。

ＩＴ化の推進による事務の効率化や新たな事業の実施等を踏まえた組織の見直しや職制のあり方等を検討し、
簡素で効率的な組織運営を実現するため、組織の再編成を行う。
また、「審査支払の相互乗り入れ」について、体制整備に向けた検討を進める。

中期的な財政収支の見通しを明らかにする財政計画を策定する。

　新システムのプログラムリリースは４段階を予定している。
　切替え時期は、リリース状況や制度改正の内容・規模等に影響される
ため、現段階では機器更改版による新システム切替を25年３月末～５
月目途としている。

・職層研修、組織管理研修、スキルアップ研修、専門研修などの充実強
化項目について研修を着実に実施した。
・研修効果測定のため、受講者に対して、アンケート調査（研修後）や
理解度テスト（研修の前後）を行った。また、受講者の行動面、思考面
における変化について、自己評価と上司評価で測定した。
・研修の充実・強化のため、充実強化項目の各研修プログラムについ
て、研修後に行った職員アンケートの結果や講師の意見、研修効果測定
の結果を踏まえた見直しを随時行った。

・国保、後期の担当部署で業務復旧手順書を作成し、事業継続対策委員
会で承認を得た。
・安否確認システムの訓練を実施し、結果について事業継続対策委員会
に報告した。
・緊急時物資の調達・備蓄について検討し、災害対策本部用として物資
を購入した。
・大都市都道府県国民健康保険団体連合会の災害時相互応援に関する協
定を締結した。
・上記の対応により、本計画は全体として目途がついたため、24年度
をもって終了とする。

・国保中央会の動向や機器更改の方針等についての情報収集を行った。
・機器更改によるシステムへの影響調査を実施し、一部のソフトウェア
を除いて個別調達する方針とした。また、指名競争入札を実施し、リー
スによる調達業者を決定した。
・システムの有効活用、運用方法の見直し等による課題の整理や、シス
テム改修要件等の整理を行い、外付システムを構築するための要件定義
を作成した。

・広域連合及び電算委託会社とプロジェクト会議（週1回）、検討会議
（随時）を開催し、機器更改に関する具体的な検討を行った。
・サーバ関連及び端末・プリンタについて、調達仕様書を作成し、指名
競争入札のうえ調達・設置構築作業等を行った。
・新・旧サーバ間をLAN接続させ、データ移行を行った。
・外付システム39機能について改修を行い、サーバ機器等保守延長可
能なものについては25年度にプログラム移植・機器更改を実施するこ
ととした。
・現行の業務・運用フロー等を整理し、サーバ一本化に即した運用フ
ローを作成した。
・端末及び連携機器との接続確認、外付システム等の検証を行った。
・3月2日～3日に現行システムからのデータ移行及びシステムへの切り
替え作業を実施した。新システム稼動後、大きな障害が発生することな
く運用日程通り各種処理を実施することができた。

・24年度職員定数と職員定数適正化計画との相違点を検証した結果、
概ね想定の範囲内であった旨を経営計画推進本部会議において報告し
た。
・定数配置を検討するための調査及びヒアリングを実施した。
・事務量調査を実施し、結果の取りまとめ及び結果分析を行った。
・次年度組織（案）を作成し、報告を行った。
・被用者保険保険者の審査支払受託の検討に向けた課題等の整理を行っ
た。

・7月2日付けで決裁を得て24年度から26年度の３か年を期間とする
「財政計画」を策定し、本会基幹会議において説明を行った。
・24年度末へ新たに設置した積立金へ、各特別会計から「過去3年間
（21年度、22年度、23年度）の決算余剰金」（＝繰越金の一部）を
積み立てした。

Ａ
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平成24年度 平成25年度 平成26年度
取り組み項目 実施主管部署 単年度目標

自己
評価

実績（執行状況）
内部
評価

外部
評価

計画事項
年度別計画

データ移行計画作成

基盤環境設計・構築

データ移行

外付システム再構築

各検証作業

業務運用設計

運用試験

本稼動（４月）

移行対象外データ提供

現行環境撤去

請求支払システム機器更改による連
携調整（１～３月想定）

情報収集、方式検討

影響調査

移行計画・準備

機器導入

データ移行

運用試験

各種準備・外付開発

本稼動（４月）

情報収集

機器調達

仮移行

運用試験
本稼動（５月審査）

検討会議の立ち上げ、課題について
の検討

推進本部等へ検討結果の報告・方針
決定

被用者保険保険者からの受託体制整
備及び受託

受託保険者の拡大
（検討を含む）

新
た
な
課
題
へ
の
対
応

　本会は、先行導入連合会として、円滑に機器構築を行い、介護給付費
データ及び障害給付費データの仮移行実施のための準備を行う。
　また、一拠点集約化の機能分析・外付システム改修に関し比較検討を
行う。

Ａ

Ａ

・電算委託会社と定例進捗会議（週1回）、検討会議（週1回）を開催
し、移行計画に係る具体的な検討、要件定義を行った。
・基盤環境設計・構築についての調査・試算を行い、サーバのディスク
増設は丌要であることが判明した。その他ネットワーク環境・データセ
ンタ・端末等の基盤環境設計・調達・構築を実施した。
・現行／次期業務比較を行い、業務・運用設計を実施した。
・結合試験・総合試験を実施し、システム間連携テストの運用リハーサ
ル等を実施した。
・3月20日～26日にデータ移行を実施、3月27日より国保総合レセ管
の通常運用を開始した。

・国保中央会開催の部会等に参加し、情報収集を行った。また、機器更
改方式について、関東甲信静ブロック会議を開催し、国保中央会に提言
した。その後、機器更改方式は「単純機器更改」とすることで承認され
た。
・標準システムに係るハード調達に関しては、国保中央会による一拢調
達となり、本会で行う外付システムに関するハード調達については、シ
ステム運用業者と検討及び協議を開始した。
・データ移行に関する計画の作成を25年3月から開始した。

・介護保険・障害者自立支援一拠点集約化システムに関する会議等に参
加し、情報収集を行った。
・クライアントＰＣ等及びプリンタの調達を実施した。
・個人情報の取り扱いに関する基本的な考え方等について、特別区・市
町村課長会にて説明を行った。
・仮移行作業についての準備を行った。

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、検討及び受託計画を
立案する。また、診療報酬等審査支払業務以外の業務内容を調査・把握し、受託業務拡大を図る。

(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

介護福祉部　介護福祉課

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自立
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。

(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

企画事業部　企画課

Ａ
　25年３月審査・４月取り込みのレセプトデータから、国保総合シス
テムの保険者レセプト管理システムに切り替える。

　基本構想検討の内容に基づき、情報収集、影響調査及び保険者説明を
実施し、機器更改の方向性の決定を行う。また、方向性の内容により
データ移行計画等の検討準備を開始する。

Ａ

・相互乗り入れ検討委員会を発足するため、設置要綱を24年5月に制定
した。
・実現するための課題について、一定の整理を行った。
・相互乗り入れに対応したシステムの開発が進んでいないため、検討委
員会の開催は見送ることとした。

後期高齢者医療の保険者レセプト管理システム（以下「後期レセ管」という。）を国保総合システムの保険者
レセプト管理システム（以下「国保総合レセ管」という。）へデータ移行及び環境切り替えを実施する。

ＡＡ

Ｃ Ｃ

国保中央会から示された４つの機器更改方式、①機器更改のみ、②「レセプト審査支払システム等最適化基本
計画」にあるとおり、第２フェーズとして国保総合システムへ統合する、③②に加え機能効率化を図る、④一
拠点集約化のいずれか方式に決定後、当該方式に基づく機器更改を行う。

Ａ

Ａ
(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

企画事業部　保健事業担当

(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

システム管理部　後期高齢者医療
事業課

Ｃ
　被用者保険保険者の診療報酬審査支払業務受託に向け、受託件数ごと
に業務体制を検討・整備し、被用者保険保険者から依頼があった場合、
速やかに受託できる体制を敷く。

Ａ

評 価

Ａ ： 良好

Ｂ ： 概ね良好から若干改善すべき点が見られる

Ｃ ： 改善すべき点が見られる

－ ： 評価対象外
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