
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）

「認定調査状況と利用サービス丌一致一覧表」
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

              （30保険者活用）

「認定調査状況と利用サービス丌一致一覧表」
項目を活用した適正化支援業務の実施

A

A

A

A

A

B

(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

(1-1)審査委員会による査定率
の向上

審査第１部　審査課

内部
評価

　保健事業の支援として、20保険者へ保健師を派遣する。
　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。

(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）
  16,724,000点／月
200,688,000点／年

・原審査査定減点数：　23,929,669点／月
　　　　　　　　　 　287,156,029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。
・重点共助を実施した。
・専門審査・診療科ごとに審査委員担当を配置した。
・審査第１部全体会議を開催した。
・職員の知識向上のための研修を実施した。
・再審査情報の一次審査へのフィードバックを効率よく行うため、審査
結果照会システムを26年４月より稼動させるための準備を行った。

外部
評価

A

・東京都が介護給付適正化に係る検討を行うために設置する「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丌一致一覧表」項目等を活用した適正化支援業務
の取り組みについて報告を行った。
・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19保険者で活用されていることが判明した。
・「介護給付適正化関連システム研修会」を開催し、改修内容について
説明を行った。
・「認定調査状況と利用サービス丌一致一覧表」を活用した支援業務の
実施に向けた各種準備を行った。

計画事項
年度別計画

　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）
  11,150,000点／月
133,800,000点／年

AA A

実績（執行状況）

A

A

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。

　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、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。

A

・目標としていた20保険者以上の23保険者に支援を実施した。また、
保健師の派遣依頼があった保険者に対して、翌年度の健康まつり等の事
業の予定について確認する等、積極的にアプローチを行った。
・７保険者に対し、効果的な保健事業の提案等を行った。
・本会ホームページに、保険者支援状況を掲載し、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。
・区市町村の保健師にアンケートを実施し、保険者が必要とする項目の
絞り込みを行い、次年度に保健師通信を発行することとした。

・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こととした
が、システムの丌具合から現在も帳票提供には至っていない。
・医療費等統計情報の分析・活用に関するアンケートはKDBシステムの
導入を進めているため行わないこととした。４月に全保険者訪問を実施
し、進捗状況を国保主管課長会や介護・衛生の課長会へ出向き説明を実
施した。
・医療費分析を必要としている保険者に「医療費の分析・活用につい
て」の活用マニュアルを使用し、医療費分析の方法等の情報提供を行っ
た。
・学識経験者(外部）によるコンサルティング体制を確立し、コンサル
ティングの内容の協議を行った。

「第２次経営計画」平成25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

A

・原審査査定率：0.232%（年度平均）
・原審査査定減点数：　14,158,535点／月
　　　　　　　　 　　169,902,417点／年
・画面審査機能の有効活用を目的として「最新版操作マニュアル」を作
成し、審査委員に対して随時レクチャーを行った。
・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。
・社保・国保審査関係連絡協議会を実施した。
・審査結果票の見直しを行った。
・保険者再審査連合会責任分の情報収集を行った。

企画事業部　保健事業担当

　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

　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。

(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の新たな有効活用事例を保
険者へ提供し、介護給付適正化を推進する。
　モニタリングシステムについては、項目別のマニュアル作成や必要に
応じたシステム改修等を通じて活用保険者の拡大に取り組む。
　また、「認定調査状況と利用サービス丌一致一覧表」項目を活用した
適正化支援業務の実施について、保険者の実情を踏まえ、本会として実
施するための体制整備や当該事業に係るシステム開発等に取り組む。

・受診行動の分析作業及び希望保険者への情報提供を行った。
・保険者の特定健診等担当者（実務者）向け研修会を開催した。
・被保険者への健康関連情報の資料をホームページへ継続して掲載をし
ている。

　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。

(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

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。

(2-3)特定健診等の受診率向上
に係る支援

1



平成24年度 平成25年度 平成26年度

内部
評価

外部
評価

計画事項
年度別計画 実績（執行状況）取り組み項目 実施主管部署 単年度目標

自己
評価

組織の検討・見直し

財政計画の策定 財政計画の進捗管理

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

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

独自システムの機器更改

現行（旧）環境撤去

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

新
た
な
課
題
へ
の
対
応

・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。

・25年２月に新たに「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ため、連合会の「積立金課
税問題」に関する国（厚労省と国税庁）の協議結果を踏まえて改訂版の
策定に取り組む予定であったが、国の協議結果が出ないため、策定を見
送った。

A

AAA

・各リリース版の適用にあたり必要なシステムカスタマイズ部分の改修
を行った。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などの資
料を作成したことから、本会でもマニュアルなどの資料の確認作業等を
協力して行った。
・独自システムの機器更改を12月末までに完了し、２月に旧環境機器の
撤去を完了した。

・国保総合レセ管への移行対象外とした期間のレセプトデータについ
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格納した。移
行対象外とした期間のレセプトの原本印刷に係る作業については、広域
連合と協議のうえ、作業の効率性を鑑み、本会において運用及びハード
ディスクの保守を行うこととした。
・広域連合への設置端末等及びデータセンタのサーバ等機器等、現行環
境について撤去を完了した。

(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

・データセンタ等の基盤環境構築、外付システムの詳細設計、プログラ
ム構築及び結合テストを行い、完了させた。
・標準システム及び外付システムの運用設計に関して、要件定義書及び
運用設計書を基に、次期システムの運用スケジュール及び作業手順書を
作成した。
・現行本番運用と同様の処理工程を次期システムの環境において実施
し、バッチ処理や印刷等に係る処理時間超過や、手作業による作業手順
の丌備がないことを確認した。
・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、データ移行が予定どおりのスケジュールで完了した。
・システムにデータを取り込み新旧システムで同値か確認した。また、
サーバに対し意図的な障害を発生させ、その挙動や対応手順について確
認する等、総合試験を実施した。

(4-1)組織の在り方の見直し 企画事業部　企画課

総務部　経理課

(4-4)職員研修の充実・強化及
び検証

C C

A

C
　25年２月に新たに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年度決算の状況及び国の
動向を踏まえ改訂版を策定することとする。

効
率
的
で
安
定
し
た
組
織
運
営

　これまでの職層研修に加え、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。

(4-2)新財政計画の策定

　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。

　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。

(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

　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

システム管理部　システム管理
課

(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

総務部　人事課

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。

・職層研修、組織管理研修、スキルアップ研修、専門研修等を着実に実
施した。
・「充実強化項目」については、前年度の研修アンケート結果を反映さ
せ、講師の助言をもとにカリキュラムを調整し実施した。
・研修後アンケートの実施や自己開発評価シートにより、研修効果測定
の実施及び測定結果の分析・検証を行った。

　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
行っていく。

A

A

AA

A

AA

　基盤環境及び調達機器の設定については、25年８月までに完了し、９
月末に国保中央会からリリースされるプログラムに対応する。またKDB
システムとサーバを一部共有することから、影響を及ぼさないよう連携
を図る。
　外付システム機能は24年度に作成した要件定義に基づき、詳細設計、
構築を行い、運用試験に備える。
　データ移行については、25年６月までに要件定義を作成し、設計・リ
ハーサルを実施した後、26年１月からの本番データ移行に対応する。

　機器更改に係る残リリースを12月末までに適用する。
　また、独自システムの新環境を９月までに調達し、12月末を目途に新
システムへ切り替える。

A

　20年５月審査から21年12月審査の新環境への未移行分のレセプト
データを広域連合に還元する。
　上記、未移行分のレセプトデータの還元後、現在使用している後期レ
セ管のサーバ機器等の撤去を行う。

　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。
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平成24年度 平成25年度 平成26年度

内部
評価

外部
評価

計画事項
年度別計画 実績（執行状況）取り組み項目 実施主管部署 単年度目標

自己
評価

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（３月）

情報収集

機器調達

仮移行

運用試験
本稼動（５月審査）

情報収集等

シミュレーション実施

保険者及び東京都との調整

システムへの影響調査、開発要件等の検討、シ
ステム開発

保険者及び本会の事務処理運用の検討

試行運用

本番運用（27年１月審査分から）

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

新
た
な
課
題
へ
の
対
応 　事業対象医療費拡大後の拠出金・交付金算定要件等の情報収集に努め

るとともに、シミュレーションを実施し、その結果を東京都へ提供す
る。
   また、保険者及び本会の事務処理運用の検討及びシステムの開発要件
等の検討を行う。

・事業対象医療費拡大後の拠出金・交付金の算定要件等について、東京
都へ状況の確認を行いながら厚労省に対する提示依頼の要請を行った。
・厚労省の動向や保険者における課題等の情報収集を行った。
・東京都と協議を行いシミュレーションの基礎となる推計値データの提
供を行った。
・厚労省からの通知により算定要件の見直しが示されたことから、拠出
対象額を通知に基づく「給付率」で算定すること及び拠出金負担割合に
所得割を考慮し試算を行った。
・保険者と本会間の事務処理概要について、制度改正後の事務処理運用
の変更（案）について説明を行った。
・事業対象医療費拡大によりデータ量が増大することによるシステムへ
の影響調査や分析作業及び保険者と本会間で行う具体的な事務処理等に
対する要件等の検討を開始した。

A A
(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

システム管理部　共同電算課

(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

A

A介護福祉部　介護福祉課

B

・国保中央会が一拢調達する標準システムに係る機器について、７月に
設置完了した。
・国保中央会一拢調達対象外の外付システム環境の調達仕様書を作成
し、入札を行い設置した。外付システムの構築及び検証も完了した。
・保険者に設置する端末等については、台数の調査確認を行い、入札
し、3月上旬までに保険者に設置完了した。
・データ移行及び運用試験を完了し、旧システム機器撤去における全て
の作業を3月末日までに完了した。

・介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システムに関する機器構築を
実施し、個人情報の保護に配慮した措置（マスキング処理）を講じ、仮
移行及び連合会運用試験を計画どおり実施した。
・各課長会において、これまでの経緯、進捗状況、個人情報の取り扱い
及び安全管理について説明を行った。
・外付システムの改修及び追加対応の運用テストが完了している。

AA

A

１　システム機能要件
（１）機器構築等
（２）仮移行
（３）連合会運用試験
（４）本移行

２　システム非機能要件
（１）セキュリティ要件
　必要に応じて、個人情報保護審議会における承諾を得て、保険者の十
分な理解と協力を得る。
（２）外付システム対応
　システムへの影響度を調査し、外付システムの改修を行う。

　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

　 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。

　都道府県内の区市町村保険者間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、１件30万円を超える医療費について、区市町村国保保険者の拠
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」において、27年より事業対象がすべ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。

　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。

　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。

B

(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

(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

　26年３月本稼動に向け、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。

A

・「相互乗り入れ検討委員会」の下部組織として「作業部会」を設置し
部会を開催し、国等の検討状況に左右されない本会内部で検討できる課
題について検討課題ごとにグループで検討し、部長会において報告を
行った。
・作業部会としての方針を整理し、その方針に基づき検討委員会で報告
書（暫定版）を取り纏め、第4回経営計画推進本部会議において報告を
行った。

B

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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