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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 27年度 第 1回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 27年 7月 16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 特別顧問〕 

        （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 26年度における年度総括及び外部評価について 

（2）平成 26年度決算について（報告事項） 

（3）第 2次経営計画における 3年間総括(案)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。 

只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 27 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、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。 

既にご案内のとおり、国保財政運営の責任主体を都道府県に移管することなどを柱とする

医療保険制度改革関連法案が、5 月 27日に参議院で可決・成立しました。 

厚生労働省は、平成 30年度の実施に向けて、都道府県と市町村の役割分担等について「国

保基盤強化協議会」を 7月 14日に再開し、制度の具体化に着手しております。本会といたし

ましては、国保中央会とともに円滑な制度施行のため、着実な準備を進めてまいりたいと存
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じます。 

また、昨年 6月に規制改革会議から答申がありました、いわゆる「保険者による直接点検」

の実施については、いくつかの被用者保険者を中心に、健保連に「事前点検に関する検討グ

ループ」が設置され、厚生労働省、支払基金、健保組合等で具体的な検討をしております。 

現在は、健保組合が中心に検討しておりますが、厚生労働省は、この検討結果を踏まえ、

国保についても検討するとしておりますので、注視してまいりたいと存じます。 

このような情勢の中、本会では、第 2 次経営計画の取り組みが終了し、今年度からは、新

たに第 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 2次経営計画の最終年度となる平成 26年度における各計画事項の取り組み実績

をご報告するとともに、3年間の取り組みの総括についても併せてご報告いたします。 

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） 

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。 

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。よろしくお願い申し上げます。 

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。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、「平成 26 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 26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 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
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めるものでございます。 

期待される効果はお読み取りいただきまして、年度別計画の平成 26 年度をご覧願います。

目標値は月平均 1,186万 1,000点、年間合計 1億 4,233万 2,000点でございます。それでは、

執行状況です。査定減点数実績（審査課所管分）をご覧願います。実績は、月平均 1,285 万

6,660点、年間合計は 1億 5,427万 9,916点となっており、実績が目標を上回っています。 

次に査定状況の表についてご説明します。 

①が本計画の「審査委員会による減点分」です。②が職員の共助による減点分 計画№1-2

における「審査事務共助による減点分」です。この 2 つの減点の合計が③の「査定減点数」

です。③の「査定減点数」と④の「査定増点数」を相殺したものが、査定率のもとになる 

⑤「査定増減点数」です。この数値を この表にはありませんが、請求点数で 除した結果が

全国の連合会や支払基金と比較される⑥の「査定率」です。なお、査定状況の数字について

は後程ご覧願います。 

それでは、具体的な取り組みでございます。項番 1「審査の充実」でございます。 

「（1）縦覧点検の充実」につきましては、医療機関毎に毎月の審査結果から請求傾向を調

査・把握をし、医療的な縦覧点検を 27年 2月から実施いたしました。 

「（2）専門審査の拡充」につきましては、DPC レセプトの審査対象点数を 20 万点から 15

万点に引き下げて専門審査の拡大を目指し、審査委員の先生も含め協議を重ねてまいりまし

たが、件数の関係等で現在の充実した審査事務共助の確保が厳しくなる診療科があることか

ら実施を控え、再考することといたしました。今後も専門審査の点数引下げと並行して効率

的で効果的な審査について常に検討し、査定率の向上を目指してまいります。 

「（3）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、①の「事務局 3 者打

ち合わせ」を行い、「疑義付せん項目」、「診療科ごとの取り決め事項」の拡大等について検討

し、②の「審査委員を交えた会議の実施」に結びつけました。 

開催月、診療科数についてはご覧のとおりでございます。 

「（4）画面審査の強化」につきましては、確実な画面操作と機能の有効活用を目的とした

「画面審査操作マニュアル」を活用し、審査委員にレクチャーを随時実施しました。 

26 年 7 月の新機能リリース、26年 12月からの 2画面審査における性能改善も「画面審査

操作マニュアル」を追補し、確実で効率的な画面操作について審査委員に周知徹底しました。 

項番 2「職員の知識向上のための研修」につきましては、審査委員からの質問や要望に対

して速やかに対応できるよう職員の知識向上に努めました。 

項番 3「保険者再審査連合会責任分の情報収集」につきましては、保険者再審査の縮減の

ため、原審査に反映できる保険者再審査の情報収集に努め、先にご説明した「事務局 3 者打

合せ」で情報共有を図りました。 

その他、審査体制の整備として、平成 27年 1 月の審査委員会委員の改選に向け、専門診療

科審査委員を確保しました。また、再審査等の審査が円滑になるよう会期外審査委員を増員

しました。 

審査委員会の運営については、審査第一部の中で協力体制を敷いた職員配置とし、審査委



 - 4 - 

員からの質問等に迅速かつ的確に対応しました。 

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

員への対応を充実させ効率的かつ効果的な審査に繋げ、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。 

内部評価につきましても、自己評価同様「A」で、「引き続き、審査委員会の効率的な運営

と審査委員との連携強化等に取り組まれたい」とのご意見をいただいております。 

総括でございます。各年度を通し、審査委員会への充実対応、会期外審査を担当する審査

委員の増員、及び、日程変更等、環境面を工夫することで審査体制を整備し、効率的かつ効

果的な審査に繋げ、目標減点点数を上回ることが出来ました。 

今後も引き続き、審査委員会の効率的な運営と審査委員との連携を図ることで審査の充実

に向けて取り組んで参ります。 

参考として掲載いたしました、22 年度から 26 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す。 

本会の 26 年度の査定率は 0.257％で、全国 47 の国保連合会のランクでは、「9 位」となっ

ております。 

  

②審査事務共助・療養費担当（説明：幸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 No1-1と同様でございます。 

期待される効果は、お読み取り願います。 

年度別計画は、審査事務共助による減点目標点数として、26年度月平均 1,779万 2千点、

年間合計 2億 1,350万 4千点でございます。 

具体的な執行状況としまして、実績欄をご覧願います。 

項番 1「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

減点目標点数について、記載のとおり入院分と外来分で設定いたしました。 

「〈参考〉」の表は平成 26年度実績で、右端下の「平均」をご覧いただきますと、入院分と

外来分合計では、一月当たり 2,991万 7千点の実績となり、目標数値 1,779 万 2千点を上回

りました。 

項番 2「審査支援システムの活用」でございます。この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 35,284 コードのうち、

本会は 722 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 4,328 コード中 3,005 コード、横覧点検は、228 コード中 205 コード、

縦覧点検は 175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、効率的に事務共助が実施でき、効果的

であると判定したコードを活用しました。 
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項番 3「審査事務共助支援システムの活用」でございます。 

こちらは、本会独自システムで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

ステムでございます。チェック項目については、本会職員と審査委員で協議し決定しており

ます。現在の項目数は医療機関別 1,151、全医療機関は 944、合計 2,095項目の設定でござい

ます。追加項目状況は、記載のとおりでございます。 

6ページの項番 4「重点共助の実施」について、特に（1）26年 4月から 7万点以上の専門

審査分の事務共助を全て、専門職が行うことといたしました。専門職のコミュニケーション

能力の高さを活かした審査委員とのやり取り等、医療的内容に踏み込んだ事務共助の結果か

ら下記表の専門審査分の件数及び増減点数にありますとおり前年度よりも実績を上げること

ができました。 

項番 5 については、審査委員担当制を敷き、審査委員の着目した項目等を把握し、的確な

事務共助に繋げました。 

項番 6「縦覧点検の充実」では 8月に項目の拡大を行いました。 

項番 7「突合点検の実施」については、記載のとおり、27 年 2 月審査より実施しておりま

す。 

項番 8「職員の知識向上のための研修」では、26 年度診療報酬改定をはじめ審査事務共助

の習熟度別に研修を実施いたしました。また、実際に医療機関の施設見学を行い、医療現場

で学んだ知識を生かし審査事務共助の充実を図りました。 

項番 9「保険者再審査の情報収集」については、本会独自システムを活用して、一次審査

で調査の必要な医療機関を抽出しました。 

自己評価でございますが、目標以上の減点点数となりましたので、「A」評価としました。

要因としますと、多様な研修を実施することにより、職員の審査関係知識が深まり、審査委

員とのコミュニケーション能力が向上しました。また、システムチェック項目を精査するこ

とにより、効率的な審査事務共助を実施することができました。 

内部評価について、自己評価と同様に「A」評価で、「今後とも、効率的な事務共助体制の

構築及び研修による職員の更なるスキルアップを図ることで、原審査の充実・強化に取り組

まれたい」との意見をいただいております。 

最後に総括としまして、24 年度から入院分と外来分の審査事務共助の担当部署を分けた

り、26年度から専門審査対象レセプトの審査事務共助について、専門職が担当するなど、効

率的な審査事務共助を実施することができました。また、研修により職員のスキルアップが

図られ、結果として、目標を達成することができました。 

今後も引き続き原審査の充実・強化を図り、査定率の向上に努めてまいります。 

 

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。 

期待される効果と年度別計画については、お読み取り下さい。 

具体的な執行状況（実施）ですが、項番 1 の「保健師派遣」につきましては、ホームペー

ジを活用した支援状況の周知や、保険者に対して支援内容の説明を行う等、積極的に取り組

んだことで、23保険者に対し 40日間、延べ 68名の保健師を派遣し健康相談等の保健事業の

支援を行いました。 

なお、保健師の派遣は 25 保険者を目標としておりましたが、最終的には 23 保険者への支

援となりました。実施保険者についてはお読み取りください。 

項番 2の「保険者への効果的な保健事業の具体的事例の情報共有や支援」につきましては、

（1）から（3）の 3項目について実施いたしました。 

（1）の「本会で保有している保険者の保健事業事例等の情報提供」につきましては、本会

で行いました支援先での保健事業実施内容をホームページに掲載し、保険者に向けて情報提

供するとともに、支援依頼があった保険者に保健事業内容を説明する際に活用しています。 

また、被保険者等啓発用教材貸出案内の改訂版を作成し、保険者へ配布いたしました。 

（2）の「保険者が実施する保健事業の企画・実施における支援」につきましては、記載の

4 保険者に対して支援を行いました。1つめに記載しております、神津島村については健診結

果に対する説明会の開催に関して、企画段階から担当者と相談し、日中の説明会に参加でき

ない方向けに、夕方の説明会を行う等、保険者の要望に沿った、きめ細やかな支援を実施し

ました。その他の支援内容につきましては、お読み取りください。 

（3）の「保健事業支援・評価委員会の設置に向けた情報収集・体制の確立」につきまして

は、当該委員会規程を制定し、12月 1日から施行しました。1月 27日に行いました第 1回の

委員会では、国保ヘルスアップ事業実施保険者の東久留米市に対し、データヘルス計画を策

定するための提言を行いました。また、3月 24日に行いました第 2回目の委員会では、提言

を踏まえて作成された東久留米データヘルス計画の報告と次年度に向けての協議を行いまし

た。 

項番 3 の「保健師通信の発行に関する検討・情報収集・実施」につきましては、区市町村

保健師からの意見を基に、保健師が有効活用できる内容を検討し、保健師通信として 7 月初

旪にホームページに掲載し、あわせて区市町村の保健師事務連絡会等で周知しました。 

自己評価ですが、保健師派遣の保険者数としては目標の 25保険者には達成しませんでした

が、26年度に新規で 5保険者から支援の依頼があり、これは、ホームページへの掲載や、保

険者に対して支援説明を行う等、積極的に周知を行った結果であると考えています。またそ

の他の事業についても当初の計画通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、自己評価と同様に「A」で、「引き続き、保険者ニーズを踏まえ

た積極的な保健事業への支援を行うとともに、保健事業支援・評価委員会の円滑な運営に努

められたい」とのご意見をいただいております。 

最後に総括として、3 か年を通じて概ね予定通り進捗し、支援を行った保険者からは高評
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価を得ております。 

保健師派遣については、24 年度当初は 14 保険者、延べ 25 日の実績でしたが、26 年度は

23保険者、延べ 40日と伸びています。 

また、保険者が実施する保健事業への支援については、イベントの当日だけでなく、事業

の検討段階から保険者の会議に参加することにより、保険者から効果的かつ効率的な事業に

なったとご好評をいただきました。さらに、本会では国保主管課を主とした保健事業の支援

を実施してきましたが、ホームページに「保健師通信」を掲載し保険者に活用していただく

ことで、衛生主管課との連携にもつなげることができました。 

保健事業支援・評価委員会においては、他県の状況も確認しながら、委員会の運営を行い、

今後、支援対象保険者を拡充する予定です。 

 

〔№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〕 

この計画の内容は、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・検討を行うものです。 

期待される効果と年度別計画については、お読み取り下さい。 

具体的な執行状況ですが、項番 1 の「モデル保険者の選定及び保健事業内容の把握・助言

等」につきましては、（1）モデル保険者として稲城市、東京食品販売国保組合を選定し、分

析を行うためのデータ抽出、コンサルティング委託業者によるヒアリングを実施しました。 

また、（2）で、ヒアリング内容やデータ分析した結果を基に提案事項の整理を実施し、モ

デル保険者に対し優先的に取り組む事業の提案や事例提供を実施いたしました。 

項番 2 の「医療費等統計情報を基にした分析・活用方法に関する保険者説明会の開催」に

つきましては、12 月 18 日にモデル保険者の事例を基にデータヘルス計画策定の参考となる

研修会を開催いたしました。事例を踏まえた研修会であったことから、具体的で保険者ニー

ズを捉えた研修であると好評で 120名もの参加がございました。 

項番 3 の「保険者の KDB システムへの参加促進」につきましては、KDB システムに参加の

32保険者のうち、28保険者への操作体験時に、データヘルス計画策定時の活用方法及び糖尿

病対策等の事例等の説明を行いました。 

また、KDBシステム未参加の 41保険者に対しても同様の説明と操作体験を行う等、きめ細

かなサポートを行うことにより参加促進を図りました。 

しかしながら、年度途中で KDB システムに参加した保険者のデータ作成対応を行ったとこ

ろ、システム改修誤りによる不具合等が発生し、その影響で年度当初からの参加保険者も含

め帳票の活用が不可能となり、さらに、現在においても改修の見通しが不透明なことから、

保険者業務に影響を及ぼす結果となりました。 

自己評価ですが、項番 1 の「モデル保険者の選定及び保健事業内容の把握・助言等」及び

項番 2「医療費等統計情報を基にした分析・活用方法に関する保険者説明会の開催」につい

ては、スケジュールに沿って着実に取り組み、成果がありました。 

しかしながら、「保険者の KDB システムへの参加促進」に関しては、システム改修誤りによ
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り保険者に多大なる迷惑をかけることとなり、改善すべき点を多く残した結果となったた

め、「C」としました。 

内部評価につきましても、自己評価と同様に「C」で、「KDB システム等の動向を注視しつ

つ、保険者の KDB システム参加促進に向けた導入支援方法について検討されたい」との意見

をいただいております。 

最後に総括として、3 か年の経営計画の途中で KDB システムの導入が始まり、当初の計画

から変更はありましたが、既存の統計分析帳票と併せて KDB システムの活用も一部取り入

れ、モデル保険者でのデータ分析事業等を行いました。 

また、保険者説明会については、当初「医療費分析等活用事例」に関して実施する予定で

ありましたが、26年度から保険者で進められている「データヘルス計画策定」に活用できる

内容に変更する等、保険者のニーズに対応し実施しました。 

今後も説明会等を実施する際は、アンケートや保険者支援の場等を通じて保険者のニーズ

把握に努め、事業を実施していきたいと考えております。 

保険者の KDB システムへの参加促進に向けては、保険者別に操作説明を行う等丁寧に対応

したことにより、徐々に参加保険者は増加していましたが、システム不具合により参加保険

者に多大な影響を及ぼす結果となってしまいました。 

今後は改修状況も踏まえ、保険者を取り巻く状況を鑑みながら、KDB システム導入に向け

た保険者への支援方法を検討し、全保険者の加入に向けて取り組みを進めていきたいと思い

ます。 

 

〔№2-3 特定健診の受診率向上に係る支援〕 

この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。 

期待される効果と年度別計画については、お読み取り下さい。 

具体的な執行状況ですが、項番 1 の「特定健診等の受診率向上対策に係る好事例の情報収

集及び保険者への情報提供」につきましては、保険者が実施する特定健診等受診率向上のた

めの取り組みに対し支援を行うとともに、その他の保険者へ情報提供を行いました。 

各保険者への支援内容についてはお読み取りください。 

項番 2 の「実務者向けの研修会の開催」につきましては、特定健診担当者を対象にシンポ

ジウム形式で 9月に実施し、66名の参加をいただきました。受講者からは、テーマがよく、

有意義な時間であったと好評で、研修内容の理解度も 95％と高い数字となりました。 

項番 3 の「保険者が実施する被保険者へのポピュレーションアプローチの支援」につきま

しては、すでに健康障害に対して高いリスクを持っている被保険者だけでなく、被保険者全

体に健康づくりに関する普及啓発を行うことにより、被保険者全体の健康障害のリスクを軽

減させ、よい方向にシフトさせる「ポピュレーションアプローチ」の支援として、被保険者

への広報宣伝活動の健康関連情報を本会のホームページに継続して掲載しました。 

また、健康関連機器の貸し出しを記載のとおり行いました。 
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自己評価ですが、計画どおり進行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、自己評価と同様に「A」で、「今後とも、保険者が行う特定健診

等の受診率向上に向け、様々な支援を行うとともに、高受診率に繋がる事例の調査に努め、

他の保険者へそれらの情報提供を行うよう取り組まれたい」との意見をいただいております。 

最後に総括として、3 か年を通じて、保険者が行う特定健診等の受診率の向上に係る支援

を行い、その情報を未実施の保険者や事業の改善を検討している保険者へ情報提供を行いま

した。25 年度の特定健診受診率の速報値は、特定健診が 43.6％、特定保健指導が 14.6％と

なっており、計画策定時に公表されていた 22年度と比較した場合、特定健診は 1.1％増加い

たしましたが、特定保健指導は 0.8％減尐となりました。 

今後も、保険者に対して行った支援事例の情報提供や保険者が実施している事業等の情報

収集を図りながら、保険者が実施する特定健診等の受診率向上に係る支援を行ってまいりま

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、東京都と連携した介護給付適正化システムの有効活用によって、介護給付

費適正化の推進に資するものであり、概ね、3種類に分類されます。 

期待される効果はお読み取りいただき、年度別計画の欄をご覧ください。 

第 1に、介護給付適正化システムの有効活用事例の提供 

第 2に、モニタリングシステムの活用に係る情報提供やシステムの改修 

第 3に、25年度に計画を見直し追加した「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、です。 

説明に入る前に介護給付費の適正化とは何かということについてお話しさせていただきま

す。 

はじめに、介護保険制度を取り巻く状況です。 

介護保険制度は、12 年 4 月のスタートから 15 年余りが経過し、高齢者の生活を支える制

度として定着してきました。制度の普及と相まって、介護サービスの利用は大幅に拡大して

います。その一方、過剰なサービスや不適切なサービスの提供といった問題も一部で見られ

るようになりました。これらの過剰・不適切なサービスによる介護給付費の増大や介護保険

料の上昇が懸念されています。 

こうした状況を受け、介護給付の適正化を行う必要性が高まってきました。 

次に介護給付の適正化の基本的な考え方です。 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適正に認定し、受給者が真に必要

とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことにあります。 

こうした取り組みによって、適切な介護サービスを確保しつつ、介護保険料の上昇を抑制
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することで介護保険制度の信頼感を高めていくとともに、持続可能な制度の構築を目指すも

のです。 

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が開始され、全国の国保連

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。 

執行状況でございます。項番 1 では、適正化支援業務について、記載した（1）～（5）ま

での手順に沿って、取り組みました。 

1 つ目は、東京都と意見交換を行い、説明会の開催等、保険者の意見を反映させるための

必要な調整を図りました。2つ目は、各種システム整備を行いました。3つ目は、具体的な事

務処理方法及び体制等の整理を行い、委託業者と打ち合わせを実施、事務処理フローを策定

しました。4 つ目は、試行実施として、協力要請に応じていただいた港区・北区から、保険

者側で所有する認定情報と突合し、成果物の提供を受けることができました。しかしながら、

この 4 月の報酬改定が見込んでいた以上に大規模なものであり、かつ、国からの告示・通知

の発出が大きく遅れたため、事業所説明会等の改定対応に注力していかざるを得ない状況と

なり、十分な試行実施とは言いがたい状況となっています。 

5 つ目は、審査委員と処理方法の検証として、策定した事務処理フローに沿って検証、評

価することとしました。 

項番 2では、「介護保険事業所情報提供システムの開発及び保険者への提供」に取り組みま

した。 

一拠点集約化システム稼動の安定稼動をもって、8 月に説明会を開催、翌月にはパスワー

ドを発行し、介護保険事業所情報提供システムの稼動を開始いたしました。 

その後、閲覧・検索状況をアクセスログで把握してみたところ、多くの保険者に活用され

ていることが分りました。 

項番 3 では、介護給付適正化システム及びモニタリングシステムの活用について、記載し

た（1）～（3）までの手順に沿って、取り組みました。 

1 つ目、東京都・保険者との調整を行い、東京都ではケアプラン点検の実施のための研修

会を実施しています。この叡智を基にシステム改修を行い、活用向上を目指してまいります。

また、東京都における第 3 期介護給付適正化計画策定の際、適正化部会の場等で積極的に協

力しています。 

2 つ目、モニタリングシステムの改修等として、報酬改定等に対応するためのシステム改

修等、影響範囲の分析を行っています。 

3 つ目、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、10 月に介護給付適正

化関連等システム研修会を開催、システムの操作方法及び活用事例の説明を行っています。 

この際、システムの活用状況に関する調査を実施したところ、活用保険者数は、すでに目

標である 30保険者を達成していることが分りました。 

自己評価です。項番 1、適正化支援業務における「（4）試行実施」については、報酬改定

対応の影響のため目標達成には至りませんでした。 
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したがって、「B」をつけさせていただきました。 

内部評価です。自己評価同様「B」となり、「引き続き、介護給付適正化事業に有効な情報

提供等を行い、介護給付適正化システムを有効活用する保険者の拡大を図り、介護給付費適

正化の推進に取り組まれたい」とご意見をいただいております。 

最後に総括です。介護給付適正化システムの有効活用事例の提供に関しては、十分な成果

をあげており、一例として、介護保険事業所情報提供システムを挙げることができます。 

しかしながら、適正化支援業務における試行実施に至らなかったことは課題となります。

今後とも、協力保険者と必要な対応を進めつつ、介護給付費適正化のより一層の推進に取り

組んでまいります。 

 

 〔№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〕 

計画の内容は、機器更改に合わせて、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する、一拠

点集約化システムへの対応を行うものです。 

期待される効果と年度別計画については、お読み取り下さい。 

執行状況です。項番 1、共通ネットワークです。 

共通ネットワークとは本会と共同運用センターを結ぶネットワークです。StarOfficeとは

本会とヘルプデスク等を含めた国保中央会との間で情報を送受信するためのソフトです。本

会と国保中央会との間でやり取りしたデータの移行を 4月 26日から 5月 3日まで実施しまし

た。 

項番 2、介護保険審査支払等システムの本移行です。介護保険審査支払等システムとは国

保中央会が開発した標準システムであり、介護保険請求を審査支払するための基幹システム

です。介護保険は移行するデータ量が多いため、事前移行と差分移行の 2 段階に分けて移行

しました。当該システムに既に格納しているデータを（1）事前移行として 4 月 4 日から 4

月 12日まで実施し、26年 4月に稼動していたデータを（2）差分移行として 4月 29日から 5

月 6 日まで実施しました。 

項番 3、障害者総合支援給付支払等システムの本移行です。障害者総合支援給付支払等シ

ステムとは国保中央会が開発した標準システムであり、障害給付費の支払業務を実施するた

めの基幹システムです。障害は介護保険とは違い、データ量もそれほど多くないことから本

移行 1回のみの移行とし、4 月 29日から 5月 6日まで実施しました。 

項番 4、本稼動です。項番 2 から 3 のとおり、データ移行が終了し、ゴールデンウィーク

明けの 26 年 5 月 7 日から予定どおり本稼動しました。特に大きな問題や不具合等は発生せ

ず、安定稼動となったことから当初の予定どおり旧機器を 26 年 6 月 26 日にデータ消去並び

に廃棄処理しました。 

その他として、今回の「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」に併

せて、保険者等の利便性の向上を図るため、それまでの保険者・区市町村と本会との間の回

線を ISDN回線から専用高速回線へ、保険者が各自で用意していた端末機器やプリンタ等を本
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会が一括調達し、運用管理を行うよう大幅に変更しました。端末台数は介護 70 台、障害 44

台の計 114台、汎用プリンタは介護 46台、障害 20台の計 66台です。これらの設置について

もすべての介護保険者・区市町村に平成 26年度中に設置が完了しました。 

自己評価です。計画の実施スケジュールに沿って確実に取り組み、順調に進捗、完了し、

安定稼動したことから「A」評価としました。 

内部評価です。自己評価同様「A」となり、「機器更改対応を円滑に実施したことを評価す

る。今後とも、システムの安定稼動の実現と効率的な運用に努められたい」とご意見をいた

だいております。 

最後に総括です。各年度において、計画したスケジュールに沿って遅延することなく取り

組むことができました。 

今後は、システムの安定稼動に努めるとともに、保険者・区市町村等の利便性の向上に向

け、専用端末のリモート監視等、運用面での拡充を図っていきます。 

 

⑤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。） 

 

〔№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。 

次の期待される効果と年度別計画はお読み取りいただきまして、具体的な執行状況です。 

項番 1 及び 2 としまして、職員定数適正化計画の進捗管理・検証作業を行い、昨年 5 月に

開催した第 1回経営計画推進本部会議にて、概ね想定の範囲内である旨の報告をしました。 

項番 3として、9月 17日から 22日の間で全部署とのヒアリングを行いました。 

項番 4の事務量調査の実施では、10月 10日から 11月 9日までを期間として行いまして、

その後、項番 5になりますが、取りまとめ作業を 12月中旪に、結果分析作業は 1月下旪にそ

れぞれ完了しました。 

項番 6 及び 7 になりますが、次年度組織案については、様々な要素を総合的に勘案した上

で検討を行い、1月 14日に決裁を得ております。 

項番 8、国保の都道府県化に係る情報収集及び検討ですが、「国保基盤強化協議会」におい

て、本年 2月 12日に議論の取りまとめがなされ、国保へ毎年約 3,400億円の財政支援を行う

とともに、30年度から都道府県が財政運営の責任主体となる一方、市町村は保険料の賦課・

徴収、資格管理、保険給付の決定、保健事業など地域におけるきめ細かい事業を引き続き担

うとの方針が示されました。なお、直近の状況として、5月 27日に法案が成立したことから、

引き続き国と地方の協議を再開し、詳細な事務内容等を整理することになっていますので、

今後も注視して参ります。 

自己評価ですが、全般を通してスケジュールどおりに取り組めたことや、国等の検討状況

についても積極的に情報収集を行いましたので「A」としました。 
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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、職員定数適正化計画の進捗

管理や検証を行うとともに、国保の都道府県化等の情報収集を積極的に行い、状況の変化に

対応していくための組織体制の整備に努められたい」とのご意見をいただいております。 

最後に総括として、3 年間の各年度において、職員定数適正化計画の進捗管理を行いなが

ら、新たな事業を見据えた効率的な組織体制の検討を行いました。国保の都道府県化につい

ては、先ほども申し上げたとおり、「国保基盤強化協議会」等の検討内容の情報収集を行いつ

つ、策定から 5 年近く経過している職員定数適正化計画の見直しも踏まえ、制度改正等に対

応していくための組織体制の整備に努めて参ります。 

                                 

〔№4-5 次期経営計画の策定〕 

計画の内容は、事務の効率化並びに事業の充実・強化を推進してきた第 2 次経営計画は、

26年度をもって計画期間が満了となることから、これまで取り組んできた実績の上に、新た

に課題となった、国保の都道府県化等を見据えた次期経営計画を策定することです。 

次の期待される効果と年度別計画はお読み取りいただきまして、具体的な執行状況です。 

項番 1、策定委員会とプロジェクトチームの発足では、5月上旪に設置要綱を定め、6月に

検討体制を発足させました。策定委員会と PTのそれぞれのメンバーについては、お読み取り

願います。 

項番 2、保険者ニーズの把握・分析として、各課で保有するアンケート結果等の情報を収

集しました。 

項番 3、計画の策定作業ですが、まず基本計画については策定委員会を計 3 回開催し、最

終的には 12月 1 日の策定委員会で決定いたしました。実施計画については PT を計 4回開催

し、各課から提出された計画（案）の選定や最終的な実施計画（案）の策定を行いました。 

第 3次経営計画の概要としましては、1点目として「本会が目指す 10年後の将来像を実現

するための総合計画であり、『基本計画』と『実施計画』の 2層構造で構成する」こと、2点

目として「目指す 10年後の将来像は『保険者等の事業運営をサポートし 安心と信頼のある

組織 東京都国保連合会』とする」こと、3 点目として「計画の期間は、『基本計画』が 10

年間、『実施計画』は 3 年間を基本とする」こと、4点目として「計画の推進を図るため、『PDCA

サイクル』を確立した進捗管理及び評価を行う」こと、としています。 

項番 4、次期経営計画の決定ですが、第 3回策定委員会での承認を踏まえ、「基本計画」と

「実施計画」について理事長に報告を行い、12月 24日に決裁を得ました。その後、2月の理

事会・総会にて報告し、3 月上旪には保険者等に送付しています。なお、本会職員について

は、全管理職に対して説明会を開催した上で、各課の課長から職員に説明を行っています。 

自己評価ですが、策定委員会やＰＴをはじめ、関係部署と協力しながら、スケジュールど

おりに策定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、「今後は、『第 3次経営計画』の着実な推

進に努められたい」とのご意見をいただいております。 

最後に、総括として、「基本計画」と「実施計画」の 2層構造や目指すべき将来像の設定な
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ど、新たな発想を盛り込んだ経営計画を策定することができました。今後は、引き続き、着

実な経営計画の推進に取り組むことで、目指すべき将来像の実現に繋げていきます。 

企画事業部主管の 2項目の報告については、以上でございます。 

 

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。） 

 

〔№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」を作成することでご

ざいます。 

期待される効果と年度別計画は、お読み取りいただきまして、執行状況でございます。 

項番 1「情報収集等」は、国保連合会の決算剰余金に係る積立金のあり方について、国の

協議等の動向を注視し、情報収集に努めました。 

26 年 10 月末に厚生労働省から決算剰余金に係る新たな積立金が示されました。このこと

から、従来の積立金を新たな積立金のルールに基づき移行するための諸準備及び整備を行い

ました。 

また、積立金の移行に関しては、保険者等への事務担当者向け説明会を開催するとともに、

各担当課長会議等で報告を行い、その後、11 月の理事会、2 月の理事会・総会へ報告を行い

ました。 

項番 2 及び項番 3「新たな財政計画における骨子部分の検討、決定」につきましては、策

定における項目の洗い出しを、記載の「（1）の方針」から「（5）のその他」までを行うに留

まり、目標としておりました「骨子部分の決定」には至りませんでした。 

「自己評価」でございます。27年度以降の新たな財政計画の策定に向けた骨子の決定を行

う予定でありましたが、積立金の移行等を最優先として対応したことから、課題の洗い出し

にとどまりましたので、「C」といたしました。 

内部評価につきましても「C」で「今後は、財政運営の効率化及び健全化を推進するため、

新たな財政計画の策定に向け、着実に取り組まれたい」とのご意見をいただいております。 

最後に「総括」でございます。 

本計画につきましては、初年度に財政計画を立てることはできましたが、その後の見直し

を取り組むことができませんでした。 

また、27年度以降の「新たな財政計画」における骨子部分の検討につきましても、取り組

んだものの、最終形までの策定に至りませんでした。 

今後は、厚生労働省から示された新たなルールに基づき、適正な会計処理に資する、新た

な財政計画の策定に向け対応してまいります。   

  

〔№4-4 職員研修の充実・強化及び検証〕 

計画の内容です。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
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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。 

期待される効果と年度別計画はお読み取りいただきまして、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、26 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、25年 10月採用職員の第 3次研修の実施や、2年目研修とし

て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、OJT研修から 26ペー

ジの監督者研修・管理者研修を実施いたしました。 

（2）組織管理研修については、管理職を対象とした人事考課研修、係長職へのメンタルヘ

ルス研修を実施いたしました。 

（3）スキルアップ研修については、係長以下の希望する職員に対し、①文書作成研修から

⑥ビジネスマナー研修までの各研修を実施いたしました。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等を実施いた

しました。 

項番 2 研修の追加として、（1）職層研修として、中堅職員である上席主任を対象とした

「フォロワーシップ研修」、（2）組織管理研修として、管理職を対象とした「ハラスメント防

止研修」、（3）スキルアップ研修として一般職員を対象とした「起案書作成研修」、（4）専門

研修では、国保中央会による全国の国保連を対象として実施した「審査事務共助知識力認定

試験」の直前対策として、「医療的内容研修」を実施いたしました。 

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。（1）研修内容の理解度をアンケート方式により

測定いたしました。その結果は、概ね「理解できた」と評価されております。 

（2）受講者の行動面、思考面における変化でございます。 

それぞれの研修におきまして、事務局で基準点を設定し、受講者本人及び評価者である課

長が項目ごとに評価を行いました。研修後、一定の期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。 

自己評価です。研修実施計画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

する職員の意識も向上しており、業務遂行能力を高めることに結びついたものと受け止めて

おります。よって評価を「A」といたしました。 

内部評価でも「A」で「今後とも、より効果的な研修を企画・実施することで、職員研修の

充実・強化を図り、職員の職務遂行能力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。 

最後に総括でございます。 

各年度を通じて、研修実施計画に基づき、概ね当初のスケジュールどおりに着実に研修を
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実施することができました。 

また、研修後のアンケート結果や講師の助言等を基にカリキュラムを調整し、研修内容の

見直しを図ることで、職員の職務遂行能力の向上につながる効果的な研修を実施することが

できました。 

今後も、より実質的で効果のある研修を企画・実施することにより、職員研修の充実・強

化を図ってまいります。 

 

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。） 

 

〔№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。 

期待される効果はお読み取りいただき、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、最終年

度の 26年度はデータ移行と本稼動を行うものです。 

具体的な執行状況（実績）をご覧ください。 

項番 1 の「先行稼動連合会の情報収集」ですが、本システムは各国保連合会の実情に合わ

せて本稼動の時期を 26年 2 月から任意に選択できることとなっていたことから、国保中央会

へその状況を照会し、概ね順調に稼動していることを確認しました。 

項番 2 の「関連システムとの連携試験」については、記載のシステムとの最終的な連携試

験を実施し問題なく完了しました。 

項番 3 の「データ移行・システム環境切り替え」は、5 月 3 日から 5 日にかけて、最終の

データ移行を行い、本会職員端末のオペレーティングシステムのバージョンアップの実施

や、システム環境の切替作業も同日までに完了させ、翌 6 日に職員端末から新システムへの

接続試験やラッシュテストを実施し、いずれの作業も問題なく完了していることを確認しま

した。 

項番 4 の新システムの本稼動ですが、項番 3 の確認作業結果を受け、予定どおり 5月 7 日

から新システムの運用を開始し、診療報酬等の請求・支払について、問題がないことを確認

しました。 

項番 5の現行システムサーバ等の機器撤去は、6月 24日から開始し、30日に作業が完了し

ました。 

自己評価になりますが、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、

評価を「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、「機器更改を円滑に実施したことを

評価する。今後ともシステムの安定稼動の実現と効率的な運用に努められたい」とのご意見
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をいただいております。 

最後に総括として、各年度を通して計画したスケジュールに大幅な遅延なく取り組むこと

ができ、結果として致命的なシステム不具合等なく、システム切り替えを実施することがで

きました。今後は、制度改正や機能改善に的確に対応し、継続的な安定稼働を実現するとと

もに、より一層効率的な運用に努めて参ります。 

 

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。） 

 

〔№6-6 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、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。 

期待される効果と年度別計画はお読み取りいただきまして、具体的な執行状況です。 

項番 1、保険者及び東京都との調整ですが、（1）として、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」に計 4 回参加し情報収集を行うとともに、対象医療費拡

大に伴う、交付金・拠出金シュミレーションの基礎データの提供や、改正後の事務処理運用

の変更点に関する説明等を行いました。参加した会議日程、議事内容等は、表をお読み取り

願います。 

（2）についてですが、本事業の申請方式に関して、従来の紙帳票による申請方式からデー

タによる申請方式へと変更することとしました。このことに関する保険者と本会との間で授

受を行う交付申請書等データ等のインターフェースファイルに関する仕様書について、6 月

30日及び 7月 7日に保険者に提供しました。 

（3）については、交付金の交付や拠出金の拠出方法に関してですが、従来、本事業の交付

金については、診療報酬等請求額との相殺処理を行っていたところですが、この相殺処理に

拠出金も加味した方法へ変更することに関して、26 年 11 月に開催された特別区及び市町村

の各課長会にて説明し、その後、区市町村保険者へ資料提示を行い、保険者の理解を得て、

当該相殺処理を変更することとしました。 

相殺処理変更に伴い、保険者と診療報酬等審査支払契約の条文を一部変更して、3 月に変

更した内容にて契約締結を行っております。 

（4）については、保険者における予算の参考資料として、改正後の拠出金・交付金試算表

を記載のとおり提供しました。 

（5）ですが、改正に関する厚労省からの実施要綱の発出が予定よりも遅延していたため、

東京都及び国保中央会に要請を行いました。この実施要綱については、厚労省から、27 年 3

月 19 日付で発出されたことから、本番開始時期等に関して 3 月 20 日に保険者に連絡を行い
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ました。 

また、本会における 26 年度第 6 回理事会にて、27 年度予算及び本事業に関する規程の改

正を諮り議決を得たところです。 

項番「2システムへの影響調査、開発要件等の検討、システム開発」になります。 

（1）ですが、本事業の申請方式の変更に伴い、必要となる機能要件の整理、詳細設計及び

プログラムの開発、また、保険者と本会の間で授受を行う交付申請書等データを作成・更新

するツール開発を行いました。 

（2）ですが、後述の「4試行運用」を実施した際に発覚したツールの改善等を整理し、本

番運用に向けてツールの部分的改修等を実施しました。 

また、実施要綱を基に、交付金計算処理等の影響確認や最終的な調整を行い、本番運用版

のツールを、3月 30日に保険者に提供しました。 

（3）について、項番 1（4）の拠出金・交付金試算表を作成するためのツールの改修等を

行いました。 

項番「3 保険者及び本会における事務処理運用の検討」ですが、改正後の事務処理方法の

変更点に関する保険者説明会を記載の日程で開催しました。 

項番「4 試行運用等」ですが、保険者との本番運用を想定してツールを使用した保険者リ

ハーサルを、26年 12 月 1日から 27年 1月 7日の間、実施いたしました。 

項番「5本番運用」となりますが、2月から開始予定でありました本番運用ですが、改正に

関する実施要綱の発出が遅れたことにより停滞しましたが、その後、発出された実施要綱に

基づき、初回である 27年度第 1期分の、保険者が交付を行うための基礎となる交付申請デー

タを 4月 6日に保険者に還元いたしました。 

自己評価ですが、本番運用について、実施要綱発出の遅延により停滞しましたが、実施要

綱発出後は、保険者へきめ細やかな周知等を行い、円滑な本番運用の開始につなげることが

できたことから、「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、「実施要綱発出の遅延に対して的確に対応

したことを評価する。今後は、事業の安定的な運用に努められたい」とのご意見をいただい

ております。 

最後に総括ですが、各年度を通して、計画的に取り組みができ、円滑な本番運用開始につ

なげることができました。 

 

（植村座長）  

続いて「平成 26年度決算について」、出納室から説明願います。 

 

イ 平成 26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。） 
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平成 26年度の決算につきましては、お手元の資料№3-1「平成 26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 3,595 億 6,909 万 4,700 円、89.7％の収入率です。支出済額は、3

兆 3,567億 128万 9,163円、89.6％の執行率です。3ページは積立金の状況、4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 3ページまでで、ご説明いたします。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 31億 6,225万 5,800円、予算現額に対す

る収入率は 100.6％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が、26年度

は、特殊要因として、積立金の組替に伴い、一般会計のほか特別会計の業務勘定で、歳入の

繰入金、歳出の積立金及び繰出金が増加し、予算規模及び決算規模が膨らんでおります。 

その理由は後ほど積立金のところでご説明いたします。続いて、右の「歳出の支出済額」

は、29 億 4,932 万 2,616 円、執行率は 93.8％です。主な支出は、職員の人件費、事務所の

維持管理費及び広報宣伝費、保健事業費などです。歳入歳出差引残額 2 億 1,293 万 3,184 円

は決算残額として 27 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 120 億 5,073 万

3,691円、収入率は 97.8％です。主に、国保、公費負担医療の審査・支払手数料など各種「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 113億 6,436万 4,726円、執行率は 92.3％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」等を支出しております。歳入歳出差引残額 6億 8,636万 8,965円は、決算残

額として平成 27年度へ繰り越しします。 

次に、その下の 3 つの「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ので、後ほどご覧いただければと思います。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 84億 64万 6,676

円、収入率は 98.7％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などの

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。支出済額は

75億 1,957万 6,775円、執行率は 88.3％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 15



 - 20 - 

億 3,300万 3,127円、収入率は 97.9％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」などです。支出済額は 11億 1,599万 9,021

円、執行率は 71.3％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」は、お読み取り願います。 

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 1,520 億 9,191 万 1,850 円、収入率は 95.7％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 1,520 億 8,779 万 4,282 円、執行率は 95.7％

です。主に、交付金の支出と電算処理の委託料等です。 

「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 27 億 6,295 万 5,185 円、

収入率は 97.9％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などの各種「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 25億 8,446

万 2,887 円、執行率は 91.5％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などです。 

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 4億 1,982万 9,990

円は、主に、「給付費等支払手数料」で、収入率は 97.8％、支出済額は 3 億 7,619 万 6,003

円、執行率は 87.7％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 6,869 万 8,627 円は、主

に、「措置費支払代行手数料」で、収入率は 98.5％、支出済額は 5,951 万 9,769 円、執行率

は 85.4％です。 

次の「退職金特別会計」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」です。収入済額の 1 億 1,121 万 5,253 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 99.4％です。 

支出済額の 1 億 1,121 万 5,253 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 99.4％です。 

次の「国保高齢者医療制度円滑導入基金事業特別会計」と、その下の、「保険者協議会関係

業務特別会計」は、お読み取り願います。 

続きまして、次のページをお願いします。こ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、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 10月 31日の厚生労働省の通知により、連合会が

保有できることになった四つの資産です。 

次に、項番 2 の財政安定積立金については、昨年度、旧積立金から新積立金へ組替を行っ

た際に、各会計別に管理し、(3)の後期分から(7)の措置分については、27年度以降の手数料

や特定健診の負担金を下げる原資にしています。 

次は、項番6の各電算処理システム積立金と項番7のレセプト電算処理システム積立金は、

平成 27年 2月 27日の本会総会で議決を得て、廃止し、項番 2の財政安定積立金(3)の後期分
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から(7)の措置分、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、項番 5の電

算処理システム導入作業経費積立資産に組み替えています。 

一番下の項番 8 の国保高齢者医療制度円滑導入基金については、設置目的が異なるため国

通知の対象外になっています。 

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 26 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 26 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。 

 

（植村座長）  

続いて、「第 2次経営計画における 3年間総括（案）について」説明願います。 

 

ウ 第 2次経営計画における 3年間総括（案）について 

 

（並木事務局長） 

（資料№4に基づき説明。以下要旨。） 

 

平成 24年度から 26 年度までの 3年間の取り組みである第 2 次経営計画の結果を実績報告

書として纏めましたので、ポイントを絞って説明いたします。 

まず、表紙の網掛け部分ですが、7ページ以降の「計画別報告書」の 26 年度外部評価欄に

関しては、本日確定しますので、現時点では参考として「内部評価」を記載しております。 

次に、表紙をめくっていただいて、「第 2次経営計画の実績報告にあたって」では、これま

での経緯等を記載しています。 

次の「第 2次経営計画とは」では、策定の主旨などを記載し、3年間で延べ 19項目の計画

に取り組んだこと、めくっていただいて、2ページでは全計画一覧を記載しています。3ペー

ジの「4 計画の推進を図るための仕組み」では、経営計画推進本部による進捗管理や、経営

評価委員会の客観的な意見や評価等を、次年度以降の計画内容に反映させた取り組みを記載

しました。 

「Ⅲ 第 2次経営計画の主な取り組みと成果」としまして、まず、「1保険者サービスの向

上」の（1）医療保険事業に関する取り組みとしては、①の原審査査定率の向上として、審査

委員会における、審査委員同士による研修会の実施をはじめ情報共有等に力を入れたこと、

審査事務共助では、より効率的な取り組みの結果、各年度の査定率は国保連合会の全国平均



 - 22 - 

を上回り、3年間で 0.098％上昇しました。 

5ページの②の国保保険者が行う保健事業への支援充実では、「東京都在宅保健師の会」を

活用し、支援体制を確立したことで、保健師を派遣した保険者は最終年度で 23保険者、計画

開始年度から 9 保険者増えました。また、特定健診等受診率向上に係る支援では、モデル保

険者の支援事例を他の保険者に情報提供することや実務担当者向け研修会を通じて支援しま

した。 

中段の介護保険事業に関する取り組みでは、東京都と連携し、適正化システムなどを活用

した介護給付費適正化に有効な帳票等の情報提供や、研修会での活用事例の周知、また、新

たな取り組みとしては、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」の活用の検討や介護保

険事業所情報提供システムの開発等、介護給付費適正化の推進に取り組みました。 

次に「2効率的で安定した組織運営」の（1）組織体制の整備及び人材育成では、職員定数

適正化計画に基づき計画的に職員定数を削減するとともに、本会業務への影響が見込まれる

国保の都道府県化に関する情報収集等を行いました。職員定数は、23 年度比較では 21 人、

率にしてマイナス 4.8％削減しました。また、人材育成としては、研修実施計画に沿った研

修の充実・強化に取り組み、職員のスキルアップを図りました。（2）事業継続として、災害

等発生時の業務の継続性を確保するため、業務復旧手順書の作成・大都市都道府県連合会の

災害時協定の締結等に取り組み、25年度からは職員の徒歩による緊急時参集訓練を行いまし

た。 

続いて、「3新たな課題への対応」として、標準システムについて、機器更改及び移行等を

円滑に実施したこと、また、27年度から「保険財政共同安定化事業」の事業対象医療費がす

べての医療費へ拡大されることに伴い、推計値データの提供や事務処理方法の検討・システ

ム開発等を着実に行い、円滑な事業運営の実施に資することができました。 

「Ⅳ 総括と今後の取り組み」ですが、取り組んだ 19計画のうち、3計画が外因的な理由

で目標達成できませんでしたが、今後の新たな取り組みに繋げられた部分もあります。平成

27 年度からは、「第 3 次経営計画」を着実に推進し、保険者等の負託にこれまで以上に応え

られるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。 

次の 7 ページからは、3 年間の「計画別報告書」になりますが、これらは今まで評価いた

だいた各年度の執行状況と外部評価を抜粋して作成しましたので、説明は割愛させていただ

きます。実績報告書の説明は以上です。 

 

～質 疑～ 

 

（河津委員） 

まず、計画 No1-1の「審査委員会による査定率の向上について」、医療保険制度が公正に行

われるためには、審査が適正に行われていくことが前提であると思っておりますので、審査

精度に着目しているわけですけれども、4 ページの参考資料としてご説明いただきました査

定率について、平成 22年度から比べると御会は 0.108ポイント向上している。全国も向上し
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ているわけですけれども、0.106 ポイントの向上ですから、御会が努力していることがわか

ります。さらに審査委員一名当たりの査定点数ですと、平成 22 年度から平成 26 年度を比較

しますと、御会では約 8 万点、全国では約 5 万点向上しています。御会も全国も両方向上し

ていることがわかります。このように、全国的に査定率等が向上している理由と、御会だけ

が全国と異なって特別な取り組みをしていれば、その取り組みについてもお聞かせください。 

 

（田中審査第一部長） 

 まず、全国的に向上している理由をお話させていただきます。国保中央会が中心となって、

全国の審査委員会の会長を集めた会議や、常務処理審査委員を集めた会議を開催しておりま

して、会議の中で査定率の向上や審査基準の統一等について協議をしております。協議の中

で、査定率の向上が重要な取り組みであるということ、同じ審査支払機関である支払基金と

の査定率の格差を解消しなければならないので、査定の数値目標を立てて取り組むべきとい

うことを審査委員の先生へ発信した結果、審査委員の先生も査定率について注視して審査に

取り組み、そのことが、全国的に査定率が向上している理由であると思っております。 

本会独自ではないですが、限られた国保連合会で実施している取り組みとして、本会は審

査事務共助指導課という事務共助を専門に行う部署を設置しております。近県ですと、神奈

川県の国保連合会が本会と同じような体制で事務共助を行っております。組織全体で取り組

むとなると課を設置しなければならないので、小規模の国保連合会では、なかなかできませ

ん。そういった連合会では、担当職員をおいて工夫をして事務共助を実施しております。ま

た、査定率の高い連合会の取り組みを参考にしたいということで、本会にも他県の国保連合

会から事務共助の講師依頼がきております。さらに、本会の審査事務共助指導課で教育して

いただきたいという依頼もきており、実際に 1 か月から半年、他県の職員をお預かりして教

育を行っております。東京だけの査定率向上の取り組みを行うのではなく、国保全体を見据

えた取り組みについて、今後も実施していきたいと考えております。 

 

（河津委員） 

 御会は事務共助の成果が高いということと、27年 2月審査から縦覧点検の充実についても

実施しており、絶えず何か新しい努力をしていること。こういう努力について、もっと積極

的にアピールをしてもよいのではないか。そういうことも含めてお聞きしました。 

 

（田中審査第一部長） 

 ありがとうございます。ただ、本会としても、今後も査定率の向上を目指していきますが、

まず、適正な審査が行われた上で、査定率が高い低いという議論になると思っておりますの

で、数字だけをいたずらに追い求めて、査定率だけが高ければいいのだという認識はもって

おりません。 

 

（河津委員） 
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 計画 No2-1「保険者が行う保健事業への支援について」、26年度に新たに立ち上げた「保健

事業支援・評価委員会」の事業の中身がどういうものなのか、また、評価手法や評価の結果

について、その点をもう尐し詳しくお聞かせください。 

 

 （岡田保健事業担当部長） 

これまで、保険者の保健事業は、データに基づくものではなく、経験や医師等からの助言

を基に実施されていたところが主でございました。そこで、国保だけではなく、すべての医

療保険者に対し、データに基づいた保健事業として「データヘルス計画」を策定するように

と国から示されました。保健事業支援・評価委員会では、データヘルス計画と「国保ヘルス

アップ事業」についての支援と評価をすることが目的でございます。 

手法について、保険者に対して実施した事例でご説明しますと、申請があった際、特に困

っていることや現在認識している課題の優先順位等をお聞きしました。また、本会職員が実

際に保険者に伺い状況を調査しました。調査した中から、困っていること等に対する提言を

保険者に行い、提言を参考にして、保険者はデータヘルス計画の策定を実施しました。なお、

委員会が提言したものがすべて取り入れられているわけではないので、保険者が策定した計

画の中から、取り入れたものと取り入れなかったものの理由等のヒアリングを行い、その理

由を含めた結果を 2 回目の保健事業支援・評価委員会に報告しました。委員会は、そのデー

タヘルス計画を再度評価し、今後に繋がる提言を行いました。今後もこのようなかたちで運

営を進めて行きたいと考えております。 

 

（河津委員） 

評価というのは、科学的なデータに基づいて評価をするといった意味合いであること、そ

の先には、より健康に暮らせるような、より良い保健事業にするための助言を行うことがポ

イントであると考えてよろしいでしょうか。 

 

（岡田保健事業担当部長） 

そのとおりでございます。PDCAサイクルに沿った運営をするとなっておりますので、評価

を実施した後、その評価を新たな計画に反映させるために、今後に向けた事例等の提案も行

っていきたいと考えております。 

 

（河津委員） 

保健事業支援・評価委員会の支援対象を拡充する予定であると記載がありますが、具体的

にいくつか候補が上がっていると考えてよろしいでしょうか。 

 

（岡田保健事業担当部長） 

27 年度になりますが、保健事業支援・評価委員会への申込は締め切っております。また、

国保ヘルスアップ事業についても締め切られております。国保ヘルスアップ事業については、
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東京都を通じて国に対して 14保険者の申請がありました。なお、国保ヘルスアップ事業には

申請せずに保健事業支援・評価委員会だけの申込が 7保険者ありましたので、合計 21保険者

が申込をしております。今年度は評価のみ実施する東久留米市を含めると合計 22保険者が申

込をしていることとなります。 

 

（河津委員） 

この事業が重要な事業であるという認識をされていて、この事業を始めたことが保険者か

らも評価されているということが確認できましたので、安心しました。 

 

（久保村委員） 

計画№4-4「職員研修の充実・強化及び検証」の中に、メンタルヘルス研修というのがあり

ますが、最近、どの企業も社員のメンタルヘルス対策に苦労している状況にあると思われま

すが、いつ頃から研修を行っているのでしょうか。それと、メンタルヘルス研修以外に対策

として取り組んでいることがあれば教えていただければと思います。 

 

（木村事務局次長） 

メンタルヘルス研修については、23年度から実施しております。 

メンタルヘルス研修以外の対策としては、産業医面談を毎月 1 回、希望する職員に対して

行っており、メンタル面で休職となってしまった職員に対しても案内しております。 

また、年 2 回、ストレスチェックを行っております。こちらについては、労働安全衛生法の

改正により、今年の 12 月以降、従業員が 50 人以上の事業所では、義務付けられると聞いて

おり、本会は 22年度から実施しているところでございます。 

ストレスチェックにおいて、高ストレスと判定された職員に対しましては、産業医の面談

を受けるように勧奨や、課ごとのストレスの状況を各課の課長が把握して対応しております。 

昨年度からは、高ストレスの職員が多い部署の課長を対象に心理カウンセラーによる個別

相談会を実施しております。高ストレス者本人と管理者（課長）の双方にストレスの軽減に

向けた対応ができるよう、色々と対策をしているところでございます。 

 

（久保村委員） 

経営計画とは別の話になりますが、6 月 1 日に年金機構で 125 万件という膨大な個人情報

流出という事件が起きました。国保連合会も医療や介護のレセプトという重要な個人情報を

取り扱っていますが、仮に年金機構のようにサイバー攻撃を受けた場合、レセプトなどの個

人情報に対してどのような対策をとっているのでしょうか。 

 

（中茎システム管理部長） 

  日本年金機構が流出した個人情報は、年金記録等を管理する基幹システムから抽出した個

人情報をインターネットに繋がる情報系システムのファイル共有サーバで保管していた情報



 - 26 - 

であったとの報道がされていたと記憶しております。 

私どもの、レセプト情報等を扱う基幹システムでは、インターネットとは接続をしていな

い専用のネットワーク、専用端末で業務を行っているため、インターネットを介してマルウ

ェアが基幹システムに潜入することは通常は起こり得ないと考えております。また、年金機

構のように基幹システムから個人情報を抽出してインターネット環境において業務処理を行

うこともしておりません。 

 

（久保村副座長） 

ありがとうございました。新聞社でも最近は不正なメールがあった際は、むやみに開封し

ないように、といった話も出ているところです。 

これから、1 月にはマイナンバーも導入されて、ますますシステムの充実等を図らなくて

はならない中ではあるかと思いますが、報告の中では KDB システムが中々うまく動いていな

いといったことも聞いておりますので、気になったところではあります。 

個人情報は一回漏れてしまうだけで、大変なことになってしまいますので、注意していた

だきたいと思います。 

 

（植村座長） 

河津委員の質問とも被るかとは思いますが、審査事務につきましては、業務実績が上がっ

ているということで、様々な工夫をされてきているかと思います。特に、計画№1-2「審査事

務共助の充実」が目標値に比べてかなり高い実績になっているということで、色々ご説明が

ありましたように、審査の仕方を工夫されたこと、職員の研修等で職員の知識の向上が図ら

れたということもあるかと思います。 

その中で、審査事務共助支援システムというのが、東京都独自で作られているシステムで、

システムチェックの項目を拡充されていて、審査の精度が高まっていく、ということである

かと思います。審査の項目の精査に力を入れた、という自己評価もありますが、もう尐し具

体的に、どのようなチェックに力を入れておられるのか教えていただければと思います。 

 

（幸審査事務共助・療養費担当部長） 

システムのお話は 2 つありまして、まず 1 つ目、国保中央会が開発した標準システムにつ

いてですが、国保中央会では標準システムに様々なチェック項目を設定しております。本会

では、たくさんのチェック項目の中から項目を選別するため、審査事務共助指導課に専門的

なチームを配置しております。このため、限られた事務共助期間の中で効率的な事務共助を

実施しています。 

2 つ目のシステムの話としては、本会独自の審査事務共助支援システムでございますが、

標準システムでは実施できないシステムチェックにつきまして、複雑な条件チェックを設定

する等により、効率的な事務共助を実施しているところです。 

全体を通して、システムチェックに関しては、常日頃からシステムチェック項目の入れ替
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え等のメンテナンスを実施しているところです。 

また、全国の国保連合会の査定率の向上のための対策として、標準システムは全国の国保

連合会が使っており、今は単月審査が中心となっているところでございますが、今後は縦覧

点検・突合点検といったものがございます。現行の単純なシステムチェックでは、審査委員

や職員が目視で点検することに、多くの時間を要しているところです。そのため、システム

チェックについて、単純なシステムチェックだけでなく、複雑なシステムチェックが可能と

なるよう、標準システムを開発している国保中央会に対してシステム改修を引き続き要望し

てまいります。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。膨大なレセプトの審査をされておられる中なので、システムのチ

ェックというのは非常に有効な取り組みであると思います。後は、どれだけ多くの項目をチ

ェックすることができるのか、ということが結果に大きく響いてくることかと思いますので、

是非、精査といいますか、取り組みを続けていただくとともに、ノウハウというものを全国

の国保連合会で使えるような、東京発、全国版というようなもので、日本全体として、成果

が上がっていけるような役割を果たしていただければと思います。 

もう 1 点、№4-5「次期経営計画の策定」について、10 年間を見通してということである

かと思いますが、先程福永理事長からお話がございましたとおり、国保の運営主体が都道府

県になるということで、それに伴って、国保連合会にも関わるような仕事も大きく変わって

くることが考えられます。具体的な、詳細な内容はこれからということではありますけれど

も、30年度に急に変わるという訳にもいかないと思いますし、その前からも徐々に検討して

いかなくてはならない事柄も出てくるのかと思います。そういった面では、この計画を見直

すということも出てくることもあるかと思いますが、その点につきましてどのようにお考え

なのか、あるいはどんな準備をされているのかについて、教えていただきたいと思います。 

 

（小椋企画事業部長） 

30 年度に予定をされている国保制度改革、これによって、先般私どもが策定しました第 3

次経営計画の見直しがあるのか、というご質問であるかと思います。 

第 3 次経営計画では 36 年度までの 10 年間を期間とした「基本計画」があるのですが、保

険者の負託に応えていくことや効率的な組織運営を行っていくこと等、本会の不変的な方針

を掲げておりますので、そこについては、変更がないというふうに考えております。 

しかし、3年間を期間とする、各部署の具体的な取り組みとなる実施計画につきましては、

今後の業務内容に大きく左右されるところがございますので、改革の詳細な内容が不明なと

ころがまだ多いところではありますが、明らかになった段階で実施計画については、見直し

もしくは追加をする必要があるかと考えております。 

いずれにしても制度改革については注視をしてまいりたいと考えております。 
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（植村座長） 

ありがとうございました。国保をめぐる情勢が大きく動いておりますので、早めに、柔軟

に対応できるような方策をとって、遅れのないように、是非よろしくお願いしたいと思いま

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、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。本日いただきま

した外部評価をもちまして、第 2 次経営計画の取り組みとしては終了となりますが、今年度

からの第 3 次経営計画においては、新しい国保制度がどのように国保連合会に関わってくる

のか等の情報収集を十分に行い、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。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。 

 


