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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 28年度 第 2回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 28年 12月 9日（金） 午前 9時 30分から 11時 00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 

平成 28年度上半期における執行状況及び外部評価について 

 

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。 

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 2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若干触れさせていただきます。 

平成 30年度からの財政運営の責任主体を都道府県とする新たな国保制度については、新制

度の施行まであと 1年 4か月となりました。厚労省は、本年 10月 6日に「国保事業費納付金

等算定標準システム」の簡易算定版を配布し、東京都においては、現在、本簡易算定版によ

る試算を行っております。 

同省は、年末までは納付金等のあり方を検討する上で重要な期間と位置付けており、施行

準備業務は新たな局面を迎えているとしております。 

本会といたしましても、円滑な制度施行のため、東京都及び各保険者と更に連携を強化し、
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着実に準備を進めてまいります。 

次に、厚労省に設置されました「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」の進捗状況です。 

本年 9 月以降、ワーキンググループにより検討が進められてまいりました。11 月 16 日か

らは、本有識者検討会を再開し、ワーキンググループの検討結果を基に検討を進め、年内に

取りまとめを行う予定と聞いております。 

当面これらの議論は、支払基金の組織体制の問題を精力的に検討すると聞いておりますが、

国保連合会にも少なからず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

してまいりたいと存じます。 

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、2年目となる平成 28年度の上半期における各計画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、1件でございます。 

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。 

それでは、議題の「平成 28年度上半期における執行状況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 

平成 28年度上半期における執行状況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。） 
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〔№1-1-1 審査の充実〕 

  計画の概要は、「審査の充実・強化」を図るため、画面審査システムの対応強化や審査情報

の共有化に取り組み、審査委員会に対して、より適切な対応を行う。というものでございま

す。 

項番 1「審査委員間の審査情報の共有」ですが、①の事務局 3 者打合せの実施は、審査委

員会運営主体の審査課、審査委員の審査内容のお手伝いをする審査事務共助指導課、保険者

からの再審査申し出を担当する再審査課の 3者で、審査委員との確認事項などについて、表

に示した状況で情報を共有いたしました。 

②の審査委員を交えた会議の実施では、診療科毎の取り決め事項やシステムチェック項目

の拡充について、審査委員とご覧の状況で行っております。 

次に、（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を協議後、その協議結果を歯科部会の全体会議に報告し、ご覧

の事例数を「本会審査委員会内」の審査基準として取り扱う様にいたしました。 

続いて、（3）審査委員による審査委員への研修会の実施の状況でございます。 

医科、歯科とも年 5 回の開催を予定し、それぞれ、3 回、ご覧の日時とテーマで実施いた

しました。 

（その他）として、画面審査システムの機能を活用し、①～④の情報を閲覧可能といたし

ました。内容につきましてはお読み取り願います。 

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）では、新機能リリースに伴う検証作業と審査委員に対するレクチャーを実施し、また、

（2）の審査委員からの画面審査に関する要望の集約では、国保中央会への改善要望等は特に

ありませんでした。 

項番 3「職員の知識向上のための研修会」は、記載の開催状況となっております。 

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の医療的縦覧審査に向けた情報収集では、効率的な縦覧審査の実施に向け、審査委員が

着目した医療的項目の情報を表に記載のとおり、9月までに 156項目を収集しております。 

②の突合審査項目拡充では、審査事務共助指導課、再審査課と連携し、審査対象薬剤につ

いて突合審査部会等と調整しました。 

（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。 

原審査で縦覧審査を実施し、再審査の申し出の多い事例について、再審査部会で協議を行

いました。 

自己評価でございます。概ね計画どおり進行できましたので「○」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、引き続き、審査の充実に向けて審査委員間における

審査情報の共有や画面審査システムにかかる対応強化等に努め、円滑に審査委員会を運営さ

れたい。との意見をいただいております。 

 

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） 
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（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むことで審査事務共助の充実を目指し、また、

再審査容認分（連合会責任分）を分析し、原審査で有効活用するものでございます。 

項番 1「減点点数の目標値設定及び進捗管理」です。平成 28年度の 4月から 9月までの月

平均減点点数は、＜査定状況＞ の表の右端の、平均欄をご覧願います。 

  ①入院減点数の目標点数 3,450万点 に対し 3,420万 7,403点 

  ②外来減点数の目標点数 1,300万点 に対し 1,575万 5,986点 

  ③減点数合計の目標点数 4,750万点 に対し 4,996万 3,389点 で、査定率 0.286％ と

なっております。 

項番 2「診療科毎のシステムチェック項目の拡充」でございます。 

   昨年度は、全体でシステムチェック項目の拡充を行っていましたが、今年度は、診療科毎

に目標を立ててシステムチェック項目の拡充に努めています。 

診療科、項目数については、ご覧のとおりとなっています。 

  次に、（1）標準システム、国保中央会開発の「審査支援システム」は、本会では、効率的、

効果的に事務共助を実施できると判断したコードを活用しています。 

  （2）外付システム「審査事務共助支援システム」は、本会独自開発のシステムで、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となっており、記載の項目数を追

加しています。 

項番 3「傾向審査の拡充」でございます。 

  傾向審査を拡充するため、審査事務共助指導課に特別班 3名を配置し、入院、外来問わず、

医療機関の傾向に特化した事務共助体制を整えました。 

  表の中で、医療機関数と審査委員数の違いですが、1 医療機関内で診療科が複数あるため

一致しておりません。 

項番 4「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、審査事務共

助指導課内部研修、事務審査課研修等を記載のとおり実施いたしました。 

項番 5「事務審査課における審査事務共助の強化」では、事務審査課として 3 つの取り組

みを行っております。 

  1点目は、各係に事務共助担当者を 1名配置し、2点目は、毎月、各課の処理誤り事例を協

議し情報を共有しております。3 点目は、項番 4 にも記載していますが、審査事務共助事例

に関する考え方などを審査事務共助指導課から研修を受け、事務共助の強化に努めておりま

す。 

項番 6「再審査容認分に係る情報提供及び情報活用の強化」については、連合会責任分を

検証し、その結果を原審査に有効活用するため、再審査課から情報をもらい、活用しており

ます。 
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その他として、有識者検討会にて審査基準の統一化を議論していることから、本会の審査

で統一できる事項を洗い出しました。 

課題と対応ですが、項番 3 の「傾向審査の拡充」について、外来分レセプトにおいては、

病名漏れで請求する医療機関が多く、システムチェックによる効率的な事務共助が困難であ

るため、外来分の事務共助を事務審査課で継続的かつ効率的に傾向審査を行う手法等につい

て、引き続き検討する必要があります。 

  また、それらの医療機関に対して直接指導をしていくよう、審査課と協議を行っていきま

す。 

自己評価ですが、概ね計画どおり執行できましたので、「○」としました。 

内部評価も、自己評価同様に「○」で、外来分レセプトの病名漏れ請求の削減等に向け、

関係部署と協議を進め、早期に解消を図る様、指示をいただいております。 

 

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、国民健康保険料（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）収納率向上対策を支援するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「収納率向上対策研修会の実施」では、徴収専門家や弁護士等を

講師に、滞納整理等の基礎知識習得を目的とした初任者向けを 5月、保険者による取り組み

事例発表などの実務担当者向けを 6月、管理者による滞納整理の進行管理に関する講義など

の管理監督者向けを 9月に、それぞれ開催しました。 

次の項番 2「取り組み事例発表及びグループワークの実施」です。これは、昨年度の研修

開催時のアンケート調査及び保険者へのヒアリングにおいて要望の多かった取り組みで、収

納率の向上に成果を出している保険者から、その先進的な取り組みや他の保険者が参考とな

り得る好事例を発表してもらい、グループワークを通じて他保険者担当者との情報交換や実

務的な手法を習得する機会を設け、実務担当者のスキルアップを図るものでございます。 

項番 1の 6月に開催した実務担当者向けの研修において、収納率向上に成果を上げている

国立市と江東区から先進的な取り組みなどについて発表していただき、また、滞納整理に関

する演習やグループワークにおいて事例検討を通じて情報交換を行いました。 

次の項番 3「収納率向上に向けた広報活動」です。これは、保険者の担当者に対するスキ

ルアップを目的とした支援とは別の視点として、国保料（税）を納めなければいけない方々

に対する趣旨普及を目的に、今年度は女優の小芝風花さんをモデルに起用したポスター掲示

と、小芝風花さんのナレーションによる 20秒のラジオ CMを作成し、前期放送分として 6月

に計 14回放送いたしました。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進行することができましたので「○」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「○」で、「保険者が行う国保料（税）の収納率向

上に寄与できるよう、実務の執行において有効な収納率向上対策研修会等を充実されたい。」

との意見をいただいております。 

 

〔№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、現在、

事務受託の対象外としている自転車に係る事故に対する事務についても本会で処理できるよ

う、条件等を整備した上で受託範囲を拡大するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「自転車事故に関する第三者行為損害賠償請求収納事務の進捗管

理」では、本年 4月から同事務処理を開始し、9月末現在において、保険者から 22件の自転

車事故に関する損害賠償請求収納事務を受託し、損害保険会社との交渉等を行いました。 

また、保険者からの自転車事故に係る事務処理の相談等に関しまして、電話対応及び記載

の 16保険者へ訪問を行いました。 

次の項番 2「情報収集等」です。昨年 12月発出の厚労省通知において、保険者に対する求

償事務研修の充実が取り組み強化の 1 つとして示されました。本会としては、保険者の求償

事務担当者の事務処理能力向上に資するため、基礎知識習得を目的とした求償事務初任者講

習会を 4月 28日に開催しました。 

また、今後の保険者事務講習会の参考とするため、他県国保連合会の研修内容等の聞き取

りや、5 月には神奈川県国保連合会が開催した神奈川県国保保険者向け研修会に参加し、情

報収集を行ったところでございます。 

その他の取り組み強化として、16保険者へ訪問し、求償事務の基礎的内容の助言を行う等、

保険者の事務処理に対する個別支援を実施しました。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進行できましたので「○」といたしました。 

なお、本計画については、上半期をもって取り組みを終了いたしますが、引き続き、取り組

み強化に係る国等の情報収集を行い、効率的な運用に努め、保険者を支援してまいります。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、「引き続き、保険者の求償事務の取り組み強化等の積

極的な貢献」を指示されております。 

 

〔№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。 

執行状況ですが、項番 2「定数配置を検討するための調査・ヒアリング」を、9月 14日か

ら 21日の間で、全部署とのヒアリングを実施しました。 

次に項番 3「事務量調査の実施に係る事前準備」では、昨年度の調査時に発生した不具合

対応の確認として、負荷テストを 8月 5日に実施後、実施要領の制定などを行いました。そ

の後の状況ですが、10月 10日から 11月 9日までの期間で事務量調査を実施しまして、現在

は集計作業を行っております。 
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なお、今回の執行状況には影響がなかったため記載しておりませんが、この後に説明する

厚労省の有識者検討会の関係で、国保中央会では、業務量調査の検討ワーキングを立ち上げ、

全国統一の業務量調査実施に向け具体的な検討を進めることになっております。本会は同様

の調査を実施していますので、職員に過度な負担とならないよう、来年度の事務量調査の実

施方法を検討する必要があると考えております。 

次に（その他）として、厚労省の有識者検討会の開催状況を記載しています。内容につい

てはお読み取り願います。 

また、9 月から 2 つのワーキンググループにおいて検討が進められていますが、原則非公

開になっているため、詳細な内容は把握できておりません。特に、影響が大きいと思われる

審査支払効率化ワーキンググループについては、これまで 6回開催され、支払基金の業務や

システムの効率化、支払基金と国保連合会の審査に関する差異の見える化などが主な議題と

して検討されています。 

なお、直近の状況としては、第 7回の有識者検討会が 12月 7日に開催され、年末までにあ

と 2回予定されております。 

課題と対応ですが、有識者検討会の議論は年末までに取りまとめる予定になっています。 

関連して、記載はしておりませんが、これまでの規制改革会議に代わって 9月からは「規

制改革推進会議」が設置されました。これに伴い、新たなワーキングである「医療・介護・

保育ワーキンググループ」の重点的フォローアップ項目として、支払基金の抜本的な合理

化・効率化に向けた検討の進捗状況を確認することになっていますので、有識者検討会と併

せて注視しつつ、状況に応じた対策を講じていく必要があります。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進行できましたので「○」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、「有識者検討会等の検討状況を注視し、状況に応じた

効率的な組織運営の検討に努められたい。」との意見をいただいております。 

 

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。） 

 

〔№1-2-2 保険者が行うデータヘルス計画に係る支援〕 

計画の概要ですが、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

つ効果的に事業実施できるよう様々な観点から支援を行うとともに KDB システム参加保険者

の拡大を図ることとなっております。 

執行状況です。項番 1「データヘルス計画に係る支援」として、（1）では KDB システムに

参加している保険者に対して主にデータの活用方法を説明しました。（2）のデータヘルス計

画の円滑な実施に向けた講演会等では、①の医療費分析研修会を 6月 13日に実施し、②の生

活習慣病予防対策に関する講演会を 9月 27日に実施いたしました。 

項番 2「保健事業支援・評価委員会の運営」では、9月までに 3回の委員会を開催し、記載

の内容について検討や保険者への助言を行いました。本委員会でのデータヘルス計画の策定
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について支援した保険者数は 12保険者、また、データヘルス計画の評価について支援した保

険者数が 16保険者となっております。 

項番 3「保険者が開催する健康まつり等に関する支援」では、記載の 15保険者を支援いた

しました。 

項番 4「KDBシステムに係る参加促進及び導入保険者への支援等」については、1つ目とし

て、KDBシステム参加後の支援として、34保険者（110人）に対し、平成 28年 5月からシス

テム概要、画面の操作、システムの活用方法についての操作研修を行いました。 

2つ目としては、平成 28年 1月より実施していた過去データの移行作業について、平成 24

年 6月処理分から平成 28年 5月処理分のデータを、平成 28年 6月下旬に保険者へ提供しま

した。また、本情報から糖尿病性腎症重症化予防対象者一覧リスト及び比較分析帳票を作成

し、平成 28年 8月上旬に保険者へ提供しました。なお、比較分析帳票とは、糖尿病の保健指

導の対象基準値に該当する被保険者の割合を、公営保険者、特別区、自保険者で比較したも

のです。 

  3つ目は、KDBシステムの不参加 3保険者については、KDBシステムで取り扱う特定健診等

の法定報告関連情報の連携について説明を行い、当該情報の連携に係る承諾を得ることがで

きました。これにより今年度から、法定報告情報の平成 27年度実績分について、KDBシステ

ムで閲覧が可能となっております。 

  4つ目として、KDBシステムの参加保険者は広域連合を含め 82保険者となり、国保保険者

は平成 28年 9月末時点で 81保険者、参加率は 96.4％となり、平成 27年度末時点より 3保

険者増加しました。 

  なお、KDB システムに現時点で不参加の 3 保険者は、保険者内での調整ができていないた

め参加できない 1保険者と、今年度中に個人情報保護審議会に諮る予定の 2保険者です。 

 項番 5「KDBシステム機器更改」への対応については、平成 29年 1月予定の機器更改では、

国保中央会主導で実施されたハードウェア等の一括調達に係る落札業者と契約に向け調整し、

また、平成 28年 8月末提示の「移行・切替計画策定ガイドライン」等を踏まえ、スケジュー

ル等について関係部署及び委託業者と調整しました。 

課題と対応として、項番 2 の保健事業支援・評価委員会の運営について、今年度から、デ

ータヘルス計画の策定支援に加え、データヘルス計画に基づいた個別保健事業の評価支援を

実施しております。各支援については、限られた時間内で委員が適切に助言できるよう、保

険者からの提出資料に加え、保険者全体の傾向等が一覧で把握できる資料を作成する等、効

果的な委員会の運営に努めてまいります。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進行できたため、「○」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で「創意工夫により、限られた時間内で効果的な委員会

の運営に努められたい。」との意見をいただいております。 

 

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。） 
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〔№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、区市町村の意向を踏まえ、新しい総合事業に係る苦情に

も可能な限り対応し、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。 

項番 1の(1)として、新しい総合事業について、保険者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。 

平成 28年度移行予定の 25保険者のうち、23保険者の苦情対応依頼文書を受理しておりま

す。残りの 2保険者については、保険者において準備中でございます。 

なお、現在のところ、新しい総合事業に係る利用者等からの苦情相談は寄せられておりま

せん。 

（2）保険者との情報交換等苦情相談体制の整備でございますが、新しい総合事業の苦情相

談を円滑かつ適切に処理するため、これまで、4 保険者と情報交換を行い、今後は 3 保険者

と情報交換を行う予定です。 

また、現場見学を平成 28年 8月に西東京市の事業所で実施しております。なお、見学予定

としていた千代田区の事業所への現場見学については、平成28年10月に実施しております。 

（3）利用者、事業者への苦情対応の周知でございますが、本会が新しい総合事業に関する

苦情相談を行っていることについて、研修会等のあらゆる機会をとらえて、リーフレットを

配布するとともに、7月から配信しているメールマガジン等でも周知を図りました。 

 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。 

9月 14日に文京シビックホールにて、「地域包括ケアと認知症」をテーマに開催し、1,249

名が参加されました。受講後アンケートでは、93％の方が講義内容を今後のサービスに活用

すると回答いただいております。 

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 28年度版の白書については、特集テーマとして「看取り介護、ターミナルケアに関す

る留意点」を特集テーマとして取り上げ、8月末に発行しております。 

自己評価ですが、概ね計画どおり実施できましたので、「○」としました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、「アンケートの回答を分析し、時機に見合った啓発事

業の充実に努められたい。」との意見をいただいております。 

                             

〔№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〕 

計画の概要は、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（以下「適正化システム」と略してお話しさせていただきます。）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。 

項番 1「東京都と連携した保険者機能強化の推進等」として「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」に出席し、適正化システムの利活用に関する保険者研修会

等で、本会が有効活用事例を引き続き、情報提供していく旨、報告いたしました。 
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また、今後の適正化システムの利活用に関する保険者研修会等について東京都と調整し、

10月 14日と 26日の 2回実施しました。本会から保険者に提供している「給付実績を活用し

た情報提供」の活用が顕著でないことから、本会において活用可能な事例を題材に説明いた

しました。 

また、国分寺市から適正化関係等の研修依頼を受け、11月 1日に出張研修を行う予定でし

たが、予定どおり実施いたしました。 

 項番 3「適正化システム等の有効活用事例の提供」につきましては、有効活用事例のうち、

「給付実績を活用した情報提供」の事例を中心に検討を行っております。 

9月 28日の国保中央会主催「国保連合会介護給付適正化担当者研修会」にて、介護給付適

正化システムの活用方法の説明、情報交換があり、それらを受け、「看護体制強化加算請求状

況一覧」、「福祉用具貸与費一覧」などの活用事例も保険者研修会で説明することといたしま

した。 

項番 4「介護給付適正化に係る各種システムの改修」につきましては、従来の介護情報 WEB

システムの事業所情報照会メニューでは、事業所の廃止、休止情報を確認する機能がありま

せんでしたが、保険者からの要望を受け、事業所情報照会メニューの改修を行い、6 月に事

業所情報の廃止、休止情報を含む閲覧、検索、データ出力機能を追加し、保険者へ周知いた

しました。 

課題と対応として、東京都が保険者に行った「第 3 期介護給付適正化計画に関するアンケ

ート調査」によりますと、多くの保険者が縦覧点検・医療情報との突合における「帳票の効

果的な活用方法の検討」を適正化計画達成のための課題としてあげております。 

このことから、保険者に送付している帳票の活用方法を保険者研修会等で丁寧に説明して

いくとともに、国保中央会が作成した「国保連合会介護給付適正化システム（提供情報活用

マニュアル）」の内容をもとに、事例を提示し、具体的な説明を実施していく必要があります。 

また、保険者における提供情報活用マニュアルの有効活用につきましても、その周知を行

ってまいります。 

自己評価ですが、概ねスケジュールどおり進捗していることから、「○」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、「保険者の介護給付適正化の推進に寄与できるように

東京都と連携し、適正化システムの更なる有効活用の研究に取り組まれたい」との意見をい

ただいております。 

 

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。 

執行状況でございます。項番 1「人材育成基本方針の改訂作業及び周知」では、(2)に記載
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のとおり、各部の課長職で構成する検討会を 4 回開催し、改訂案に対する意見を戴き、改訂

の参考としたうえで、（1）に記載のとおり、改訂版を策定いたしました。 

(3)「職員への周知」では、グループウェア内の掲示板により職員向け周知を行うことを記

載していますが、実際には 11月 14日に周知を行いました。 

課題と対応でございます。 

  （その他）といたしまして、本会が準用する特別区の人事制度の検討状況につきまして記

載いたしました。現在、「行政系人事制度の在り方」の議論があり、去る 10月 14日開催の特

別区長会総会での中間報告では、新 2 級職として係長補佐職を新設し、各区で定数管理を行

うこと。また、職員の昇任意欲低下の現状下での係長職の確保対策といたしまして、係長級

のスタッフ職を置くとされております。 

今年度中に取りまとめられる予定の最終報告の内容によっては、人材育成基本方針で定め

た「職層における役割」の内容が大きく変わることとなります。 

この制度改革は、平成 30年 4月から運用されると聞いておりますので、必要に応じて人材

育成基本方針へ反映してまいります。 

自己評価でございます。計画どおりでしたので「○」といたしました。 

内部評価も「○」とされ、新たな人材育成基本方針に基づく人材育成に努め、特別区の人

事制度の検討状況を注視しつつ、新たな方針への反映を心掛けられたい。とのご意見をいた

だいております。 

 

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。） 

 

〔№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。 

項番 1の情報収集では、「国保総合システム・ステアリングコミッティ」等で情報収集を行

いました。その中で、（3）になりますが今年度の診療報酬改定に係る開発工数が当初想定の

2.5倍となり、結果、平成 29年 4月中旬の運用テスト用アプリケーション提供時期が同年 6

月末に延期になっております。 

項番 2「機器調達・環境構築」は、お読み取り願いまして、項番 3「外付システム開発・

テスト」では、(1)マイグレーション対応としまして、現行の外付システムのプログラムを

次期国保総合システムのプラットフォームでのコンパイル後のエラー及びワーニングのプ

ログラム改修と単体試験を実施したほか、（2）では、影響調査を（3）では、要件定義書・

基本設計書の内容精査を（4）では外付システムの性能改善候補となる処理の洗い出しを実

施しました。 

項番 4「運用設計」は、国保中央会が作成した標準システム設計書から、本会の運用設計
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に影響する機能変更の洗い出しを実施し、運用フローを策定しました。 

項番 5「データ移行の準備作業」では、(1)外字移行計画書と、(2)移行・切替計画書を策

定し、(3)移行対象データ一覧を作成しました。 

その他といたしまして、保険者担当者説明会を実施しております。 

課題と対応ですが、平成 30年度の新国保制度に伴い、国において開発する国保保険者標準

事務処理システムの内、国保情報集約システムは、各区市町村が保有する被保険者情報が都

道府県単位で集約され、次期国保総合システムと密接な連携が必要となるため、両システム

の連携については、今後とも発出される情報を注視し、円滑な連携運用が図れるよう対応し

てまいります。 

自己評価ですが、平成 29年度実施予定の運用テストの開始時期に遅延が生じることになり

ますが、本年度の上半期計画期間の執行状況については、概ね計画どおり実施できましたの

で「○」としました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、引き続き、次期国保総合システム等の情報収集を行

い、システム移行の各工程を着実に進めるよう、指示をいただいております。 

 

⑧保険者支援部（説明：池田保険者支援部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3-2-2 新たな国保制度に向けた標準システムの導入及び支援〕 

計画の概要は、平成 30年度から国保制度は、都道府県が財政運営の責任主体となり区市町

村との共同運営となります。事務処理に必要となる「国保保険者標準事務処理システム」を、

厚労省からの委託を受けて現在国保中央会が開発しております。 

このうち、区市町村が負担する納付金や標準保険料を算定する「国保事業費納付金等算定

標準システム」（以下「納付金システム」といいます。）を東京都が導入いたしますので、そ

の支援をするとともに、本会が導入する、区市町村毎に保有する資格情報を都道府県単位で

集約する機能や、同一都道府県内の区市町村間転居における高額療養費の該当回数を通算し

て管理する「国保情報集約システム」（以下「集約システム」といいます。）の導入に係る準

備作業を実施するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「納付金システムに係る支援作業の検討及び実施」です。 

（1）支援作業に係る東京都との調整については、納付金システムの機器構成などについて

東京都と協議を重ねた結果、本会にサーバを設置する「クライアントサーバ方式」を採用す

ることとなり、7 月に東京都と委託契約を締結しました。受託内容は、ご覧の①全体計画策

定・研修から、⑤の運用・保守までとなります。 

（2）簡易算定版導入に係る準備作業については、納付金システム簡易算定版のリリースに

合わせて、同年 9月末日まで機器設置等を、表のとおり作業実施いたしました。 

こちらには記載しておりませんが、10月 1日以降、本会は、この市町村基礎ファイル等の

チェックや、納付金システムが正常に稼働するかの運用テストを実施し、11月 9日から東京
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都がシミュレーションを開始しています。 

  なお、シミュレーション結果について、11月 30日に東京都から国へ報告がされています。 

項番 2「集約システムの導入準備作業」ですが、（2）にあります様に、本会は国庫補助対

象である機器を、国保中央会による一括調達としました。 

そして、（3）の表のとおり、6月と 9月に区市町村保険者に対して説明会を行いました。 

そのほか、下段の表では、記載の 8つの説明会等に出席し、情報を収集しました。 

 なお、こちらには記載しておりませんが、10月 1日以降、12月 6日に国保中央会主催の担

当者説明会へ出席し、これらを受け、年明け、1月 31日、2月 1日の 2日間、区市町村保険

者を対象に第 3回説明会を予定しています。 

課題と対応として、項番 2「集約システムの導入準備作業」について、平成 29年 6月から

開始予定の運用試験を効率的かつ円滑に実施するため、本会と 62区市町村が個別にデータの

授受やエラー対応等をやり取りするのではなく、区市町村側の国保システムの開発ベンダ 12

社を軸とした連絡体制の構築を検討しています。また、国保システムを独自開発している 2

区については、個別の支援体制の構築も併せて検討してまいります。 

いずれにせよ、集約システムの運用試験については、次期国保総合システムとの連携も必

須であり、タイトなスケジュールの中で効率的な運用テストの実施が求められますので、運

用テストの計画立案が重要となると考えています。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進捗しているため、「○」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「○」で、「集約システムの導入等に当たっては、関係機関との

連携や区市町村への周知を確実に図りながら、準備作業に遺漏のない様、着実に進められた

い」との指示をいただいております。 

 

～質 疑～ 

 

（久保村副座長） 

計画№1-1-2「審査事務共助の充実」について、項番 2「診療科毎のシステムチェック項目

の拡充」では、様々の診療科でたくさんのシステムチェック項目を追加していますが、この

ように項目を追加する場合、具体的にどのようなプロセスを経てシステムチェックの追加が

可能となるのか、ご説明いただければと思います。 

また、職員としてはシステムチェックに追加したいと考えていても、審査委員の意向で追

加できないような事案があるものなのか、併せて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） 

 どのようなプロセスでシステムチェック項目が追加になるかとのご質問ですが、先程、計

画№1-1-1 の項番 1 で報告がありましたが、日頃から事務局 3 者、審査課、審査事務共助指

導課・再審査課の職員がそれぞれの立場で、審査委員とのコミュニケーションの中で、審査

内容、審査結果、審査項目等の確認や意見調整等を行い、得た情報・知識を基に、診療科別
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事務局 3者打合せ会において、システムチェック項目に挙げたい事例・症例を精査します。 

その後、当該診療科の審査委員を交えた会議等を開催し、決定されます。会議を開催する

前に、審査事務共助指導課職員が核となる審査委員・座長と意見調整等を行い、円滑に議論・

決定ができるよう努めています。ときには、各委員の意見調整を図るため、各委員にアンケ

ート調査等を実施しております。決定された項目は、職員がシステム設定を行います。設定

後、仮データを使い効果的・効率的にチェックがかかっているかの検証を行い、問題が無け

れば、翌月からチェック項目として活用されることとなります。 

設定ですが、要件チェックのかけ方次第で、無駄に付箋が貼付される場合がありますので、

その辺の見極めが重要で大変苦慮しています。例えば、傷病名の登録 1 つにしても急性・慢

性・部位等といった修飾語がつくと、チェックがかかったり、かからなかったりします。未

コード化の傷病名は、レセ電コードに変換する等の手間もかかります。その後、補助情報の

入力を行い、事務処理等の統一を図っております。 

もう 1点目につきましては、審査委員の意向で追加できないような事案があるのかとのご

質問ですが、審査委員と事前に意見調整等を行っていますので、診療科毎の項目については

追加できないようなことはほとんどございません。専門性の高い項目を審査委員会全体の項

目としてあげる場合は、診療内容が多様化しており、一律に判断できる症例が少ないことか

ら、今年度は項番 2のように診療科毎の項目の拡充を目標に掲げて取り組んでいます。 

 

（久保村副座長） 

 では、今後も診療科毎のチェック項目は増えていくということでしょうか。 

 

（金子審査事務共助・療養費担当部長） 

 はい。 

 

（久保村副座長） 

 計画№1-2-2「保険者が行うデータヘルス計画に係る支援」について、東京都内の保険者に

ついては、3 団体以外は KDB システムに参加しているとの説明がありましたが、全国の保険

者はどのような状況になっているのか教えていただければと思います。 

また、平成 29年 1月に予定している当該システムの機器更改に向けて、現在、対応中との

ことですが、どのような機器更改が進められているのか、主なもので構わないので教えてい

ただければと思います。 

最後に、機器更改については、どのくらいの費用がかかるのか教えていただければと思い

ます。 

 

 （幸保健事業担当部長） 

  初めに、全国の参加の状況ですが、未参加の保険者がある都道府県は 7都府県ございます。

東京都、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、広島県、徳島県となります。未参加の保険者数
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は 12保険者となります。 

  2つ目の KDBシステムの機器更改については、2段階で行っております。KDBシステム単体

のサーバは本日から行う予定となっております。他システムと共有するストレージについて

は 12月末に更改を予定しております。 

  最後に経費につきましては、概ね 2,600万円を予定しております。 

   

 （河津委員） 

  計画№1-2-1「国民健康保険料（税）収納率向上の支援」について、ご質問させていただき

ます。国保連合会は保険者ではないので、支援する立場という難しさはあると思います。た

だ、昨年度も収納率向上アドバイザーの派遣、収納率向上対策窓口相談事業の実施が保険者

のニーズがなかったことから「B」評価となっておりますので、それに対してどういう取り組

みを進めたかということになろうかと思います。 

東京都の保険料（税）収納率が 86.74％で前年度より若干上がったものの、全国では最下

位ということで、例えば、大阪府や愛知県といった他の大都市の収納率の状況を教えてくだ

さい。 

 

 （小椋企画事業部長） 

  昨年、収納率向上アドバイザーの派遣を行いましたが、保険者からのニーズがなかったこ

とを受けて、保険者へ聞き取りをしまして、どういうニーズがあるかということを調査した

結果、グループワークで先進的な取り組みを行った保険者の話を聞きたいといった意見があ

りました。 

収納率における直近の現状としては、平成 27年度の東京都の速報値は把握しておりまして

87.44％、平成 26年度の確定値は 86.74％ですので、0.7ポイントの上昇となっております。

全国の確定値が平成 26年度ですので、平成 26年度の数値でお話をさせていただきますが、

全国の平均が 90.95％、東京都の収納率 86.74％は最下位となりますが、対前年度の増減率に

ついては全国平均を上回っており、全国で 15位という状況でございます。また、全国の政令

指令都市別の数値をみると、大阪市は 85.72％、名古屋市は非常に高くて 95.55％です。   

  本会としては、収納率を上げることに直接的に貢献できない中で、広報活動等、支援とい

う形で動いていましたが、実際の現場を理解しないと支援に繋がらないといったことがあり

ますので、今年の 10月から東京都主税局にお願いし、研修派遣ということで職員を 1名派遣

しております。実際の現場で見たものを連合会へいずれ持ち帰って、それを基に連合会とし

てどういう貢献ができるのかを検討し始めたところでございます。 

 

 （河津委員） 

  一般的に収納率が悪い原因としては、貧困の問題や退職者が多い、非正規職員が多い等様々

なことが言われていますが、今後、さらに原因を独自に究明されたらどうかということと、

執行状況で伺った内容とは別に、収納率 95.55％の名古屋市がどのように収納対策を行って
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いるのか等も参考になるのではないかという気がいたしました。 

関連して、グループワークで発表した好事例の具体的な内容と、被保険者の心を揺さぶる

ような広報活動とするために心掛けている点についてお伺いしたいと思います。 

 

 （小椋企画事業部長） 

  今年、好事例という形で発表いただいた保険者は 2 つあります。1 つ目の保険者は単年度

のみならず継続して高い収納率を維持しつつ、更に収納率を延ばしているということで、良

い取り組みをしているだろうということで、お話をいただきました。 

2 つ目の保険者については、取り組みの内容が充実していて、参考となるであろうという

ことを聞き取りいたしまして、過去に厚労省の収納モデル事業に取り組まれた保険者という

こともあり、携帯電話やインターネットにおける支払方法を追加する等、様々な納付環境の

整備が進んでいることからお話をしていただきました。 

広報活動については、毎年、保険者からアンケート調査を実施し、計画的にどのような内

容で行っていくかという意見を踏まえた内容で実施しております。 

先ほど、ご指摘いただきました収納率が高い名古屋市の取り組みについては、可能な限り

参考とさせていただきたいと思います。 

 

 （河津委員） 

  特効薬があれば、どこでも収納率が上がるわけなので、難しい課題であるということはわ

かっております。ただ諦めずにやるということと、それなりのエビデンスを出しながらやっ

ていくというのが社会的に求められていると思いますので、今後ともご努力をお願いしたい

と思います。 

 

 （河津委員） 

 計画№3-2-2「新たな国保制度に向けた標準システムの導入及び支援」について、資格情報

などを都道府県単位で管理する集約システムは大変重要なシステムであると思われますが、

都道府県ではなくて、国保連合会が集約システムの運用・管理を担うことになった経緯につ

いて教えていただければと思います。 

 

 （池田保険者支援部長） 

  集約システムにつきましては、国保の資格情報を都道府県単位で管理します。また、高額

療養費の該当情報を同一都道府県内の市町村で引き継ぐためのシステムとなります。当該シ

ステムは、新たな国保制度で重要な役割を果たしますが、国保連合会が担うこととなった理

由としては、集約システムで保有します資格情報は、保険者からの委託により、国保連合会

が高額療養費の計算業務等を行うために必要になります。このため、集約システムは国保連

合会が運用・管理する次期国保総合システムと密接に連携する必要があり、国保連合会が集

約システムの運用等を担うことが実務面において効率的であることから、国保連合会にて資
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格情報の収集業務ができるようにするために厚労省は国保法を改正しまして、法的整備を整

えたところでございます。 

このような背景もありまして、集約システムにつきまして、国は、都道府県内すべての区

市町村が各県の国保連合会と共同委託契約を締結することで国保連合会がシステムの運用管

理を担う整理をしたところでございます。 

 

 （河津委員） 

  納付金システムに係る東京都に対する支援や、集約システムについても個別の支援体制の

構築も併せて検討するということで、短期間の中ですけれども非常に積極的におやりになっ

ていることに対して、私は高く評価したいと思っております。 

 

（植村座長） 

保険料を払ってくださいと言ってもなかなか徴収率が上がるわけではないのですが、まず、

どういう人が払っていないのか、どういう理由で払っていないのかというようなことについ

て、年金は旧社会保険庁の時代から全国的な調査をやっているのですが、国保についても理

由がはっきりしないと、どういう層をターゲットにすればよいのかわからないと思います。

一方で制度的な問題もあって、先日、国会で国民年金の未納者の大半が申請すれば免除者に

なるといった答弁がありました。国保の場合は、免除の基準がより厳しいと認識しており、

場合によっては、払えない人に払えと言っているということもあるかもしれませんし、その

場合はいくら頑張っても無理だということになりますので、そういった点も含めて収納率が

上がらない背景等をもう少し教えていただけないでしょうか。 

  

 （加島専務理事） 

収納率が上がらない理由の 1 つとして、滞納者は国保料（税）だけでなく個人都民税や固

定資産税等を滞納しておりますので、先に個人都民税や固定資産税等を払って、国保料（税）

は最後にしていることが推測されます。 

平成 30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、納付金という形で各区市町村から

いただくわけですが、その納付金の算定の中に収納率がインセンティブとして入るようにな

ります。引き続き、区市町村は収納率向上に向けた取り組みを行うことになりますので、東

京都や区市町村の隙間で、本会も収納率向上に向けて、支援できることを模索しているとこ

ろです。 

 

（植村座長） 

 これから国保連合会が国保のデータセンタ的な役割を担うことになっていくのかとも思い

ます。データセンタは集めるだけでは無くて、データを分析していくということが重要な役

割になろうかと思いますので、効率的に保険料の収納率がアップできるような支援も検討い

ただければと思います。 
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（植村座長） 

 計画№1-1-1「審査の充実」について、厚労省の有識者検討会では、まずは支払基金の改革

を加速させるとしながら、支払基金と国保連合会及び都道府県間の審査における差異の見え

る化については継続して取り組むことになったと聞いています。支払基金と国保連合会の仕

事のやり方を統一化させるというか、効率化している方に合わせるといった流れではないか

と思います。審査における差異の見える化や縮小に向けての、現時点での考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

（田中審査第 1部長） 

今後、47都道府県の国保連合会における審査委員会でどのような基準をもつかということ

と、47の支払基金支部とどのように合わせて行くか。また、それが同じ医療機関にかかった

ときに国保連合会と支払基金の結果が違った部分がどのくらいあるのかを、見極めなければ

いけないと思っております。しかしながら、それぞれに審査委員がおりますので、審査委員

間の見解の相違を事務方がどう合わせていくかといったことが課題となります。 

それから、支払基金との審査基準の統一化ですが、都道府県単位で、国保連合会と支払基

金支部にて通常の審査委員会を運営していく中で、連絡調整を電話で頻繁に行っております。

東京におきましても、電話での連絡調整以外に、公の会議として、本会と支払基金東京支部

にて「社保と国保の連絡調整会議」、また、本会と支払基金東京支部に関東信越厚生局と東京

都福祉保健局を交えた 4者で「診療報酬の適正化連絡協議会」を開催しております。その他、

審査委員に伺った話ですが、診療科によっては審査委員同士が集まって情報交換を行ってお

ります。こちらは、本会事務局は関わってはおりませんので、詳しい内容はわかりませんが、

審査委員同士の交流はされているとのことです。 

今後、全国レベルで審査基準の統一化や差の縮小を図るのであれば、当然、基金本部と国

保中央会、厚労省等で話を進めていくとことが必要ですが、本会としましては、今までどお

り、確実な情報交換を行い、チェック項目以外の審査委員の裁量といったところで多く調整

されていない部分もありますので、今後は医療的な内容についても調整を図っていきたいと

考えております。 

また、厚労省に対しては、告知や通知の内容について、どちらともとれるような記述では

なく明確な記述にしてほしいと要望したいと考えております。 

 

（植村座長） 

 審査基準の統一化を図るということ自体は必要であると思いますが、やはり、国保連合会

は保険者の共同体であるので、先程も言いましたが、データセンタ的な意味も持っておりま

すし、職域保険と地域保険の違いもあるかと思いますので、審査においても単に統一基準で

あてはめて査定をするといったことではないと思います。そういう意味で保険者の団体であ

るということのアドバンテージといったものを審査に活かし、是非、支払基金と違う部分を
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出していけるような検討をしていただきたいと思います。 

 

（植村座長） 

 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」ですが、

介護給付費については、国もなんとかしなければと色々取り組んでいるところと思います。 

介護についてもかなりデータが集まってきており、特に介護予防は制度的にも現金給付で

はなく、現物給付になり保険者事業という形になってきたのもありますので、標準化までは

いかないまでも審査の中に適正化という意味合いをかなり盛り込んでいくのを国からは求め

られてくるのではないかと思います。現時点において、介護の適正化に繋がるような、検討

事項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） 

介護給付費は医療と異なりまして、もちろん出来高ではございません。被保険者の介護の

度合いに応じてサービスの上限額が決まっております。このため、介護の適正化というのは

出来高の査定等の内容点検と異なりまして、医療と介護で同じようなことを行っている場合、

医療を優先するのか、介護を優先するのか又は介護の 1か月の上限額の範囲内であるものの、

複数月で同一患者の介護給付費のレセプトを並べた時に、回数が多い場合に点検することが

介護の適正化という位置付けにされています。 

介護給付費が近年膨大している中で、現在、国の審議会等で平成 30年度の介護保険制度改

正に向けて、大きく 2 つ検討されていると聞いています。1 つ目の大きな柱は、介護保険制

度を今後も持続性のある制度として確保していくという方策です。2 つ目は新しい地域包括

ケアシステムの推進になります。 

1 つ目の柱の今後も介護保険を持続的に確保する方策については、国で論議されておりま

すけれども、要介護の 2 以下のいわゆる軽度者の支援のサービスの見直しや利用者負担を 3

割に調整すること等が検討されると聞いております。 

本会としてできる適正化というのは、2つ目の地域包括ケアシステムの推進でございます。

これは東京都の計画にも入っておりますが、団塊の世代が後期高齢者となる 2025年に向けて、

地域包括ケアシステムを更に進めるために必要な給付を適切に提供する介護給付の適正化を

推進していくことが言われています。 

しかし、具体的な推進にあたっては、医療との点検、縦にならべたレセプトの点検等があ

りますけれども、特に小規模保険者では、経常業務が多忙な中、適正化事業に十分な人員を

確保できないという課題があると聞いております。また、人事異動や行政改革の一環による

職員の削減や専門的な知識を有する職員の配置が大変困難である等、様々な複合的な要因も

あり、保険者によっては適正化事務が積極的に実施されていないのではないかと推測してお

ります。 

 本会としましては、保険者の共同体として先程の保険者の実情を踏まえ、縦覧点検、医療

情報との突合等を初めとする、本来保険者が行う介護の適正化の事務について、これまで以
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上に積極的に支援していくために、保険者事務の習得や本会職員の育成等を強化していく必

要があると考えております。 

  

（植村座長） 

 介護保険のシステム自体は医療のように現物をパッケージで提供するという形になってい

ないので、標準的なところから外れているのか否か判断するのは難しいとは思いますが、国

保連合会には多くのデータがあり、そのデータを基にして新たな適正化に繋がる事業もある

のではないかと思います。今後、そういった視点を審査に活かせるのかどうかということも

国保連合会の役割として検討して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、理事長より一言申し上げます。 

 

（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。更には、残すところ 1年 4か月

と間近に迫った新しい国保制度へのスムーズな移行に向けて、万全の取り組みを国保保険者

と図りながら進めてまいりたいと存じます。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 2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。 


