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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 27年度 第 2回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 27年 12月 18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 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 

平成 27 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。 

只今から、「東京都国民健康保険団体連合会 平成 27 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、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。 

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等を柱とする医療

保険制度改革関連法が先の国会で成立いたしました。 

現在、平成 30年度の実施に向けて、国と地方の協議の場である「国保基盤強化協議会」等

において、新しい国保制度の仕組みについて議論しております。 

この新しい仕組みに対応した国保保険者標準事務処理システムについては、現在、国保中央

会に検討会を設置し、厚生労働省、都道府県、区市町村の代表者で鋭意検討しているところで

す。 
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一方で、規制改革会議においては「保険者によるレセプトの事前点検」の実施について、こ

れまで健康保険組合を中心に検討が進められてきました。 

11月 26日に開催された同会議の健康・医療ワーキンググループでは、審査手数料の削減効

果が乏しいことから、次の効率化の課題として各都道府県にある支払基金の支部機能を地域ブ

ロックごとに集約すること等の支払基金法の改正が健康保険組合連合会から提言されました。 

支部機能の集約化について厚生労働省は、「審査委員や職員が直接医療機関へきめ細かに指

導・説明できる体制として、都道府県単位の審査・支部体制が不可欠」と反論しておりますが、

今後、この議論が国保連合会にどのような影響を及ぼすのか、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、今年度から新たに第 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、初年度となる平成 27年度の上半期の取り組み実

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。 

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、質問・意見等は、全ての部署の報告が終了してからといたします。 

それでは、議題の「平成 27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 27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。） 

 

〔№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。 

執行状況の項番 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 者打合せの実施」は、審査委員会を運営する事務局として、告示、通知、疑

義解釈等、審査に関する情報の共有を図り、審査委員との審査の確認事項及び保険者再審査

等から審査事務共助項目等の確認をしております。 

「②審査委員を交えた会議の実施」は、診療科の全審査委員了承のもと、診療科毎の取決

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。開催月、診療科については

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。 

懸案事項を検討することができる小委員会分科会において、審査事例の協議を行い、その

協議結果について、歯科部会の全体会議に報告し、原則として、本会審査委員会内の審査基

準として取り扱っております。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の実施」の「 ①医科、年 2回を年 4回に拡充」

でございます。 

今年度は、医科部会の研修会を審査の充実から開催回数を年 2回から 4 回にすることで審

査委員会にて了承され、講師依頼等の調整を行いました。 

さらに、さらなる DPC 審査の充実のため「DPC の今後の動向について等」の研修会の開催

を事務局が提案し、医科部会研修委員会で了承され、年 5回の実施となりました。 

その下に記載しております、①医科及び②歯科の研修会実施日、研修テーマにつきまして

は、お読み取り願います。 

「（その他）」として、医科部会の審査委員 201 名が閲覧可能である共有フォルダ内に審査

情報等を格納することで審査委員に対し、情報の共有化を図りました。情報等の格納月、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」の「（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」でございます。 

今年度、画面審査の新機能がリリースされ、テスト環境の中で動作確認及び機能把握の上

画面操作説明資料を作成し、審査委員に対し、レクチャーを実施しました。 

その後、審査録機能の改修の際は、画面遷移を含めた説明資料を作成し、審査委員会全体

会議等で審査委員に対し、周知を行いました。 

「（2）審査委員からの画面審査に関する要望を集約」でございます。 

5 月審査にリリースされた新機能について、審査委員の意見を収集しました。その意見を

基に、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を行い、一部、機能が改善

されたことから、確実な画面操作と審査の効率化に繋げております。 

項番 3「職員の知識向上のための研修会等」でございます。 
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審査委員からの質問に速やかに対応できるよう、職員の知識向上に努めるものでございま

す。審査事務共助指導課が実施する研修、また、審査委員による審査委員への研修会に参加

し、医療的な専門知識習得に努めました。 

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」の「（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整」として、効率的な

縦覧審査に向け審査委員が着目した医療的な項目の情報収集を行いました。 

また、突合審査の項目拡充に向け、突合審査部会等と調整を図り、承認を得られたことか

ら 6 月の医科部会の全体会議（協議会）にて審査委員に周知を行い、7 月審査から突合審査

項目の拡充をいたしました。なお、医療的縦覧審査実績における項目数等の表につきまして

はお読み取り願います。 

続いて「（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。 

歯科における縦覧審査について、審査委員と点検項目、画面審査の操作方法の確認及び実

施に向けたスケジュール等の検討を行い、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、審査委員間の審査基準の統一化を図りました。 

最後に「（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、従来から審査委員の医学的判断により目視において実施し

てきました。今後、機械チェックの対象とするため、審査委員会への調整を行いました。 

課題と対応でございますが、「歯科における縦覧審査実施に向けての調整」では、審査委員

への周知を確実に行うため、画面審査における縦覧審査操作マニュアルを作成し、審査委員

に対し操作方法や留意事項等の説明をいたします。 

自己評価でございますが、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。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「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有効活用をするとともに、禁忌医薬品の機械チェック並びに歯科におけ

る縦覧審査の早期実施により、更なる審査の充実に寄与されたい。」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：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。） 

 

〔№1-1-2 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的に活用するも

のございます。 

単年度計画策定時の現状と課題につきまして、平成 25年度の本会査定減点点数は、月平均
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で約 3800万点、査定率は 0.232％、全国国保連合会よりは上回っておりますが、東京基金を

下回っている状況でございます。 

執行状況としまして、項番 1「減点点数の目標値設定」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を分けて設定いたしました。 

〈査定状況〉の表は、本年 4月審査から 9月審査までの実績で、右側の平均の列の上から

3 行目③減点数合計をご覧いただきますと、一月平均 4,806 万 2 千点となり、目標数値を上

回りました。 

なお、③減点数合計と④増点数を相殺したものが⑤増減点数で、この数値を表にはござい

ませんが請求点数で除した結果が⑥査定率となり、上半期の月平均は 0.281％となりました。 

 また、記載はありませんが、東京基金の同期比査定率は、一月平均 0.265％の実績で、本

会の査定率が上回っている状況でございます。 

項番 2「システムチェックの項目拡充」の審査支援システム（国保中央会が開発した標準

システム）です。確認ランプは、医療的内容のもので、警告ランプ、横覧点検、縦覧点検は、

事務的内容になります。 

本会では、国保中央会が設定したコードを検証し、効率的に審査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。 

次に、審査事務共助支援システム（本会独自の外付システム）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。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」でございます。確認ランプ等のシス

テムチェック項目に係る処理の参考資料といたしまして、今年 4月に標準システムにおいて

機能追加されました「エラーコード補助情報」機能を活用するための準備を行い、6 月から

活用しています。 

また、8月からは利便性を向上するため登録した情報の文言整理を行いました。 

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

関係事項を確認した回数を記載しております。 

項番 5「職員の知識向上のための研修会」では、審査第 1 部所属年数別研修及び審査事務

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、審査事務共助指導課と事務審査課で連携

会議を開き、審査事務共助に関する協議を行いました。 

また、8 月以降基礎的事項の研修会を希望者に実施いたしました。このことにより、事務

審査課が担当している外来レセプトの審査事務共助の強化を図りました。 

項番 7「保険者再審査申し立て検証」について、記載のとおり、連合会責任分の検証を行

い、原審査において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情報提供し

ております。 

自己評価でございますが、数値目標を上回り、計画以上の達成率となりましたので、「◎」

の評価としました。 
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内部評価について、自己評価と同様に「◎」の評価で「今後とも、画面審査システム等の

活用や幅広い知識習得が可能となる研修実施等、原審査の充実・強化に向けた取り組みを着

実に進められたい。」との意見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開催や国民健康保険

料（税）収納率向上アドバイザーの派遣等、保険者に向けた支援を実施するものでございま

す。 

取り組み項目とスケジュールですが、上半期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」になります。 

執行状況ですが、項番 1「収納率向上アドバイザー派遣」では、本会より 4 月に保険者へ

事業周知及び募集を行い、各種ブロック会議や、このあと説明する項番 2 の「研修会」等に

おいても再周知としてアナウンスをいたしました。 

また、保険者に対して個別に参加へのアプローチも行っております。なお、個別にアプロ

ーチした保険者からは「住民税・固定資産税等他の税と合わせて税務関係の部署が取り扱っ

ており、国保の部分だけを連合会に頼ることは考えにくい。」というご意見をいただきました。 

また、困難な事例等の案件についても「東京都へ助言等の対応を依頼しているので、連合

会からのアドバイザー派遣を受けなくてもよい。」との回答をいただきました。他にも「年間

を通じて派遣業務を行っている業者とすでに年間計画を策定済みであり、現状では連合会が

行う事業に依頼する必要がない。」等の回答を受け、現時点でこの事業に申請いただけた保険

者はなく、ニーズがない状況となっております。 

次の項番 2「収納率向上対策研修会等の実施」については、初任者向けの研修を 5 月に本

会会議室にて開催しました。講師は以前、東京都国保課で徴収指導員をされていて、自治体

等での講師経験が多い方を招き、国民健康保険料（税）の滞納整理等の基礎知識の習得を目

的とした講義や事例による研修を行いました。9 月には管理監督者や実務担当者を対象に、

納付促進、滞納整理に向けた心構えや進行管理に関すること等の手法について、東京税務協

会から講師を招き、研修を実施いたしました。 

研修につきましては、「分かりやすかった」、「滞納整理の手法がよく理解できた」等、双方

の受講者から好評をいただいております。なお、今回の執行状況にはございませんが、徴収

部門職員等に向けた講義形式の研修会について、東京税務協会と調整し、多重債務整理に実

績のある弁護士を講師に招き 12月 8日に開催しているところでございます。 

また、当日は東京都福祉保健局による平成 27 年度褒賞制度授与式を行い、受賞保険者であ

る荒川区と狛江市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、情報交換
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の場を設けることで調整しています。なお、平成 26 年度に受賞された品川区と青梅市には、

今年 5月に本会が保険者に対して開催しました国保事務初任者講習会でも、取り組み状況を

発表いただいております。 

次の項番 3「収納率向上対策窓口相談事業の実施」では、保険者に事業内容の周知を行い

ました。 

課題と対応ですが、項番 1 の「収納率向上アドバイザーの派遣」では、保険者に対して事

業の周知・募集、さらに個別でもアプローチを行っていますが、現時点での申し込みはない

状況となっております。 

また、昨年依頼していたアドバイザーが遠方に移ってしまったため、事業継続のため別の

方と調整しておりましたが、諸事情により辞退の申し出を受け、再検討を余儀なくされまし

た。自治体に対する支援を行っている東京税務協会等にも派遣の協力依頼を行いましたが、

調整が困難であるとの回答でございました。現時点において、この状況下では実施が困難で

あることから、今後は他の手法による支援も視野に入れ、検討を進めていく必要があると考

えております。 

自己評価ですが、収納率向上アドバイザー派遣の実施が困難な状況のため、他の手法によ

る保険者支援も視野に入れ、検討を進めていく必要があることから「△」といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「△」で、「引き続き、収納率向上対策研修会等を

着実に実施していくとともに、保険者が求める新たな支援についての検討を進められたい。」

とのご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おります自転車に係る事故にお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の拡大を図るものでございます。 

取り組み項目とスケジュールですが、上半期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。 

執行状況ですが、項番 1「事務受託に係る影響調査等」では、4 月 28 日に開催した求償事

務初任者講習会にて、自転車事故に関する実情等を把握するため保険者アンケートを実施し、

事務受託に係る影響等を調査しました。 

また、国保中央会や他県の国保連合会から情報収集するとともに、自転車事故に関して相

談を受けた保険者へ直接訪問して実情調査等を行い、課題等を整理しました。訪問した 18

保険者についてはお読取り願います。 

次の項番 2「契約書及び仕様書の検討等」では、自転車事故に関する保険者アンケートの

調査結果を基に、受託事務範囲の検討を行い、加害者が個人賠償責任保険や自転車事故に対

応する保険に加入していること等を条件といたしました。 

次の項番 3「事務手数料の検討及び確定」では、事務手数料について、他県連合会の手数
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料単価等を参考にするとともに、現行単価を踏まえ経理課と協議を行いました。 

次に項番 4「保険者への意向調査及び契約の締結」としまして、10月 15日に開催した第三

者行為求償事務講習会において報告するため、過去 2 回の保険者意向調査結果をまとめ、契

約締結に向けた保険者への周知内容等を検討しました。 

課題と対応ですが「（その他）」として、国保中央会で開催している第三者行為求償事務研

究会において、現在、保険者への損保協会による傷病届の作成支援に関する取り決め事項に

ついて議論されています。これは、保険給付事由が第三者行為による場合、被保険者は保険

者へ傷病届の届出義務（国保法施行規則第 32条の 6）があるものの、必ずしも徹底されてい

ないことから、求償の確実な実施に資するため、損保会社が対応している事案について無償

で傷病届の作成を支援し、保険者へ届出をするものです。損保協会との取り決めの締結には、

都道府県単位で全区市町村等の参加が前提とされ、各国保連合会が自県の保険者を取りまと

める方針が示されています。具体的な内容が決定され次第、保険者へ説明し参加の了承を得

る必要があることから、積極的に国保中央会や他県の国保連合会、損保協会等から情報収集

するとともに、第三者行為求償事務研究会の動向に注視してまいります。 

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。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「今後は、保険者からの意向調査結果を

踏まえ、事務受託体制等の整備に努められたい。」との意見をいただいております。 

 

〔№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。 

取り組み項目とスケジュールですが、上半期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」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

改革対応等に係る準備作業に万全を期すため、現行の計画を見直し、職員数の確保を主眼に

置いた新たな適正化計画に係る具体的な検討に着手いたしまして、11月に開催する本会基幹

会議で報告できるよう作業を進めました。 

次に「（2）職員定数適正化計画の検証及び結果報告」としまして、5月 12日に開催された

第 1 回推進本部会議にて、平成 27年度の職員定数については概ね想定の範囲内である旨の報

告を行いましたが、その後の改正国保法の成立やマイナンバー法の施行によって、改訂版で

は想定していなかった新たな事業を実施していくためには、計画の見直しが必要と考えまし

て、今回の策定に至った次第です。 

次に項番 2「定数配置を検討するための調査・ヒアリング」については、9月 14日から 18

日までの間で、全部署を対象としたヒアリングを実施いたしました。 

次に項番 3「事務量調査の実施に係る事前準備」としまして、実施要領の制定、各部署の

調査項目検討、入力マニュアルの改訂等を行い、9 月 24 日から 30 日までの試用期間に向け
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た作業を実施しました。その後の状況ですが、10月 10日から 11月 9日まで事務量調査を実

施いたしまして、現在は集計作業を行っております。 

課題と対応ですが、職員定数適正化計画の見直しにあたっては、平成 30年度における国保

制度改革の詳細な内容を「国保基盤強化協議会」にて検討中であり、計画に具体的な想定事

務量を盛り込むことが困難な状況にあります。このため、制度改革対応の一定の収束時期ま

で現行の職員定数を維持することで、新たな業務に対応するための職員数確保に繋げていく

方向で検討を進めてまいります。なお、制度改革後に改めて策定する職員定数適正化計画に

おいては、業務の効率化等による減員要素と新たな経常業務で必要となった増員要素を総合

的に検討し、保険者からの負託に応えられる効率的な組織体制を整備してまいります。 

自己評価ですが、概ねスケジュールどおり進捗しているので「○」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「職員の定数配置を検討するヒアリング

等での課題を分析し、次年度組織（案）の検討に十分に反映させるとともに、新たな職員定

数適正化計画の策定にあたっては、会員保険者等からの理解を得られるよう努められたい。」

との意見をいただいております。 

なお、計画策定に係る現在の状況ですが、11月 17日の予算委員会及び 27日の理事会にお

いて、計画内容の報告をいたしました。また、並行して 11月に開催された国保保険者の定例

会議においても報告し、保険者等からの理解を得ることができました。 

評価委員の皆様にも事前に送付させていただきましたが、本日は上半期の執行状況を報告

する場なので、次回の年度総括の際に、改めて計画内容のご報告をさせていただきます。 

 

④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。） 

 

〔№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

者の拡大を図るものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「保険者が行う保健事業に関する支援」として、保険者が実施す

る保健事業の企画段階から、助言、情報提供等の支援や、保険者が行う特定健診等、被保険

者へのポピュレーションアプローチの支援を、記載の 2保険者に対し行っております。 

東京建設業国民健康保険組合に対しては、健康相談や健康教育の講演内容等について、ま

た、青梅市では、健康イベントに対する被保険者への通知や実施方法について提案する等、

企画の段階から支援を行いました。 

項番 2「データヘルス計画の円滑な実施に向けた支援」として「(1)データヘルス計画策定

に向けたシンポジウム」を 5月 13日に開催し、基本講演の後、データヘルス計画を策定済み

の 3 保険者がパネラーとして事例を発表し、助言者からコメントをいただき、コーディネー

ターの先生にまとめていただきました。 
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次に「（2）データヘルス計画の円滑実施に向けた生活習慣病予防対策事業の講演会」は、

10月実施予定でしたが、出来るだけ早い実施が有効的であると考え、9月 3日に「データヘ

ルス計画における効果的な保健事業とは」と題し、策定の着眼点や、課題の抽出、実例等に

ついて講演を行いました。 

受講者からは「シンポジウム」「講演会」共に、今後、データヘルス計画の策定に当たり実

際の事例等が聞くことができ、大変有意義であったと好評をいただいております。 

項番 3「保健事業支援・評価委員会の運営」として、第 1回は 6月 26日に実施し、今後の

運営方法と、申し込まれた 20保険者全てを、第 1期、第 2期に分けて支援することといたし

ました。 

第 2回は 8月 18日に実施し、第 1期の支援保険者から提出された書類を基にデータヘルス

計画策定に係る課題等について協議し、9月 24日に開催いたしました第 3回において、委員

から保険者へ直接、助言内容の説明を行いました。助言を受けた保険者からは、委員に直接

質問等ができたことや、他の保険者の情報収集ができたこと等、大変有意義な説明会であっ

たとの感想をいただいております。 

項番 4「KDB システム参加促進」として、「（1）国保保険者への参加促進」については、未

参加の保険者を調査いたしました。 

個人情報審議会の諮問に間に合わないと回答した保険者については、諮問の終了後に対応

いたします。また、特定健診等のデータを本会で保有していない 2 国保組合については、医

療情報のみでの参加も可能であることや、その活用方法等を説明し、参加の意向を得ており

ます。 

「（2）広域連合への参加促進」については、参加後に閲覧できる機能等の説明を行うとと

もに、広域連合が区市町村に対して行う意向確認の調査票の作成支援を行いました。なお、

広域連合、区市町村、本会の 3者間の契約体系や手続き等についても広域連合と調整を行っ

ております。 

課題と対応として、項番 3「保健事業支援・評価委員会の運営」ですが、今回初めての説

明方法等を採用したため、支援方法や助言内容が適切であったかを委員と検討し、第 2 期の

保険者への支援につなげてまいります。 

  項番 4「KDBシステム参加促進」については、未参加の保険者に対し定期的に状況を確認し、

KDBシステムの活用方法等を説明することにより、参加促進に努めてまいります。 

「（その他）」として、KDB システムの不具合ですが、開発元である国保中央会において、

プログラム不具合の洗い出し作業が 8月末に完了し、合計で 24の不具合事象が確認されてお

りましたが、12月の月次還元データより、不具合が解消されたプログラムがリリースされる

予定です。引き続き、国保中央会に対する情報収集に努めるとともに、本会においても不具

合における検証を十分に行うことで、保険者に確実な情報と信頼できるデータを提供してい

きます。 

自己評価ですが、当該計画における各取り組み項目に関してはおおむね計画どおり進捗し

ておりますが、KDB システムは不具合が解消されず、いまだ安定稼動に至っていないため、
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「△」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「△」で、「KDBシステムの不具合対応においては、

国保中央会に対する情報収集に努めるとともに、本会での不具合対応の検証を十分に行い、

早期にシステムの安定稼動を実現されたい。」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。） 

 

〔№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、介護保険制度改正に伴い、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」（以下「新しい総合事業」という。）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

ること、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

市町村を支援するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「新しい総合事業に係る苦情対応」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

続等を進めました。 

国のガイドライン発出の遅れに伴い、各区市町村の要綱策定及び本会への苦情対応依頼が

事業開始後となりましたが、上半期においては 5か所の区市町村から苦情処理の依頼文書が

提出されました。現在のところ利用者等からの苦情は寄せられておりません。 

 また、10月に開催する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

施区市町村の取り組み状況及び今後移行する区市町村の準備状況と課題について情報交換を

行うこととし、区部及び市町村部の先行実施区市町村に発表を依頼いたしました。 

 次に、項番 2「事業者支援研修会の企画・開催」として、新しい総合事業に新規参入する

事業者にも研修機会を提供できるよう、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。 

研修会は、9月 29日、30日の 2 日間にわたり、「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構築を目指して～」をテーマに 3名の講師を招いて開催いたしま

した。参加者数は昨年よりも 424名多い 2,376名で、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。 

 次に項番 3「介護サービス苦情相談白書の作成・発行」として、今年度は、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。 

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しております。 

課題と対応として項番 1「新しい総合事業に係る苦情対応」ですが、各区市町村において
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は、移行当初は従前の予防給付、一般介護予防事業相当のサービスから開始し、段階的に NPO

等の多様な主体による多様なサービスを開始していくことが予想されますので、現在は苦情

が発生していなくても、本格的な移行後は苦情が増える可能性があります。このため、引き

続き区市町村との連携を密にし、多様なサービスに関する苦情に適切に対応できるよう準備

を進めてまいります。 

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、「○」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「事業者支援研修会における参加者アン

ケートの結果や当日の参加状況等を踏まえ、今後の研修内容の更なる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、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

押し進め、介護給付適正化システム（以下「適正化システム」という。）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。 

執行状況ですが、項番 1「東京都と連携した保険者機能強化の推進等」の 1 つ目として、

東京都と今後の適正化システムの利活用に関する説明会の開催日程について調整を行い、10

月 16日に東京都社会福祉保健医療研修センター（茗荷谷）での開催を決定いたしました。 

2 つ目として、東京都の適正化計画では、保険者の依頼に応じて出前研修を実施するとし

ており、足立区から依頼があったことから、5月 11日に実施しています。 

3 つ目として、東京都および保険者と連携した適正化システム有効活用事例の検討です。

計画では、10月からの実施としていましたが、約 1か月前倒しで実施しています。 

比較的容易に適正化効果額が見込める居宅介護支援の初回加算（保険者確認分）について、

江東区の協力を得ながら事業所への確認を実施し、約 6 万円の削減効果を確認することがで

きました。早速、先程ご紹介いたしました茗荷谷の説明会において、有効活用事例として発

信いたしました。 

次に、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）の状況についてです。 

制度改正対応版のリリース時期に関しては、厚生労働省から事務連絡が出されており、当

初は、審査支払部分の改修に注力せざるを得なかったため、正式リリースは 11月以降になる

と周知されました。リリースの遅延は、外付システムの改修に影響を及ぼすことから、事前

に国保中央会から改修内容を収集し、準備を進める一方、正確なリリース時期は 10月下旪で

あるとの回答を得ています。 

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」等の追加に伴う改修が必要となることから、委託電算業者と要件定義

等の打ち合わせを延べ 5回実施しています。 

3つ目は、モニタリングシステムについてです。 
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制度改正対応により相応の時間を要する見込みであることから、これまで 9 月頃の提供を

予定している旨、保険者に周知してきました。予定どおり改修を終え、9 月から提供を開始

しています。 

4つ目は、介護情報 WEBシステムについてです。 

一部の保険者から、廃止した事業所の情報も検索できるよう改修要望を受けています。他

の要望と併せて把握整理し、改修を検討することとしています。 

課題と対応として、項番 5「介護保険制度改正等に伴うシステム改修の実施」についてで

す。リリースの遅延により、一定の期間、適正化情報の停滞が生じる恐れがあります。事務

処理に混乱が生じないよう、保険者および東京都との間で綿密な情報共有を行い、円滑かつ

計画的に適正化事業を進めてまいります。 

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「○」といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「常に東京都との情報連携等を図り、介

護給付適正化に資する各システムの活用方法等の検討に努められたい。」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、現在の「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。 

単年度計画策定時の現状と課題では、平成 21 年度に策定いたしました、「人材育成基本方

針」は、策定から 5 年が経過しており、周囲の状況の変化に対応できていない部分もあるこ

とから、改訂を必要とするものでございます。 

年度別計画では、本年度中に「人材育成基本方針」を改訂することでございます。 

執行状況ですが、項番 1「人材育成基本方針の改訂に係る情報収集等」の、「（1）関係団体

の人材育成方針等情報収集」の「①全体構成の検討」では、全体の構成の見直しの要否につ

きまして確認するため、東京都及び都内の自治体にて策定又は改訂した基本方針の構成を確

認いたしました。 

  また、②として、掲載すべき「データ」を検討するための情報収集を行いました。 

さらに、③として、人材育成基本方針策定にあたっての「背景」の変化について洗い出し

を行いました。これは「審査支払機関の統合問題」「国保の都道府県化」「マイナンバーの導

入」「第 3 次経営計画」に係る「本会が目指す 10 年後（平成 36 年度）の将来像」の掲載等、

人材育成基本方針の改訂に至る背景としてのキーワードを洗い出したものでございます。 

続きまして、「（2）本会職員アンケートの実施」でございますが、本方針の策定に際し、平

成 20年 7月に実施いたしました職員アンケートの内容を確認し、変更又は追加を要する設問

の洗い出しを行ったところでございます。 
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しかしながら、アンケートの実施を予定していた時期に、職員労働組合が組合員向けに行

った職員アンケートの設問趣旨と重複する部分があったため、再度、設問内容の見直し作業

を進めてきたところでございます。 

続いて「（3）改訂事項の検討（課題の整理）」でございます。 

現在の基本方針が各職員の意識に残りやすい文章構成とボリューム感に合致しているか等

課題について整理を進めております。 

課題と対応でございます。 

項番 1「（2）職員アンケートの実施」といたしましては、職員の意向調査をアンケートで

はなく、関係課長及び係長からのヒアリング等にて情報収集を行う方向で検討を進めてまい

ります。 

また、改訂事項の検討及び改訂作業につきましては、職員の意向調査と並行して取り組む

ことで、スケジュールに遅延の無いよう進めてまいります。 

自己評価ですが、概ね計画どおり進捗できているので「○」といたしました。 

また、内部評価につきましても「○」で、「年度末までの限られた時間であるが、今後の各

取組項目を着実に実施することで、新たな人材育成基本方針の策定に努められたい。」とのご

意見をいただいております。 

  

〔№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、国保連合会を取り巻く法人税関係の根幹となりました、国からの通知

でございます「連合会の経理事務について」等の改正通知に基づき、会計処理の見直しを行

うものでございます。 

単年度計画策定時の現状と課題では、従来、剰余金につきましては、各電算処理システム

積立金へ積立て、システム機器更改等への財源としてまいりましたが、平成 26 年 10 月 31

日に国税庁と厚生労働省との協議結果が示され、平成 21 年から 25 年までの過去 5 年分が課

税対象となり、平成 25年度分につきましては、実費精算判断基準におきまして剰余が発生し

た場合には翌年度でございます平成 26 年度中に徴収する手数料から控除することで非課税

扱いとなりました。 

また、これに併せて、同日付けで昭和 56年の通知の一部改正通知が発出され、国保連合会

で認められる「積立金」が示されたところでございます。 

今後、国の通知に基づく会計処理を進めていくに当たりまして、平成 27年 2月に開催の本

会の基幹会議におきまして、「本会積立金規程」の整備に関し議決を得たうえで、手数料等単

価の見直し等、保険者等の影響を踏まえた予算編成を検討することが必要となりました。 

年度別計画では、法人税の対応に伴い、会計処理を見直しすることでございます。 

執行状況ですが、項番 1「平成 26年度実費精算額の試算及び確定処理」では、各部署の協

力の下、決算の確定を円滑に進めることができ、試算につきましては予定どおり 6 月初旪か

ら開始し、実費精算額は 7月初旪に確定することができました。 

項番 2「保険者等への周知」では、精算額の有無につきまして、文書及び制度別の担当課
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長会議におきまして説明・報告を行い、当初は 9 月末までを目途としておりましたが、7 月

中に完了いたしました。 

項番 3「基幹会議への上程」では、予定どおり 7 月に開催いたしました理事会・総会に諮

り、議決を得たところでございます。 

項番 4「実費精算処理の実施」では、9月請求の手数料等から控除する処理を開始し、年明

けの 1月請求で処理が完了する予定でございます。 

項番 5「平成 28年度予算編成作業」では、当初の予定どおり 8月から作業を開始し、実費

精算額の状況も加味しながら取り組みました。なお、直近の状況としましては、来年度大綱

予算といたしまして 11月下旪に開催いたしました理事会へ提案し、議決を得たところでござ

います。 

次に、課題と対応でございます。 

実費精算額や前年度決算額を、翌年度の予算編成にどのように反映させていくか等、課題

がございますが、柔軟な姿勢で対応し、今後も保険者への財政負担の軽減や新たな負担を抑

えられるよう取り組んでまいります。 

自己評価ですが、概ね当初のスケジュールどおり取り組めたことから「○」といたしまし

た。 

また、内部評価につきましても「○」で、「引き続き、実費精算処理を着実に会計処理する

とともに、平成 28 年度の予算編成にあたっては、課題を解消し作業に臨まれたい。」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。 

取組項目と概要における今年度の取り組みは、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案等の確認」、項番 3「外付システム設計等」、項番 4

「システム切り替え及びデータ移行計画の策定等」としています。 

執行状況ですが、項番 1の「情報収集」では、（1）から（7）まで、国保中央会主催の全国

国保連合会担当者向けの説明会等に参加し、その時点での情報収集に取り組みました。 

（1）の表ですが、国保総合システムは、レセプト電算処理システム以下、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

欄に審査支払系・保険者サービス系・共通基盤系と 3 つにグループ化されています。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。 

「（5）国保総合システム担当ステアリングコミッティ」では、保険者サービス系の開発業



 - 16 - 

者の選定が当初予定の 27年 1月から 4月に 3か月遅延したことに伴い、今後の開発等スケジ

ュールの変更について報告を受け、「（7）国保中央会システム委員会・幹事会合同会議」では、

審査支払系の設計書レビューにおいて多数の修正すべき箇所が発覚したため、基本設計書・

詳細設計書の完了時期に遅延が生じることとなったとの報告があったところです。 

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

た基本設計書案や説明会資料等の確認を行い、不明な点等について、順次、問い合わせを実

施いたしました。 

課題と対応として、平成 30年度の国保制度改革に伴い、次期国保総合システムとは別に新

たに開発される国保保険者標準事務処理システムのうち、国保情報集約システムは区市町村

ごとに保有する資格情報を都道府県単位で集約し、被保険者が同一都道府県内で転居した場

合に高額療養費の多数回該当の回数を引継ぐ等の処理を行うこととされ、次期国保総合シス

テムの保険者サービス系と密接な連携が必要になると想定しています。 

今後、国保情報集約システムと次期国保総合システムの連携に関しては、国保中央会から

提供される情報に注視し、円滑な連携運用が図られるよう対応していきたいと考えておりま

す。 

自己評価ですが、次期国保総合システムは、保険者サービス系のシステム開発業者の選定

と審査支払系のシステム開発の設計工程において、当初提示されたスケジュールから、それ

ぞれ遅延が生じたところでありますが、本会の移行作業及び外付システムの開発は、平成 28

年 1 月から着手することを予定しており、現時点において本会のスケジュールには影響はな

いと判断し、概ね計画どおり進捗しているとして「○」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「次期国保総合システム等に関する情報

収集を継続し、外付システム設計等の各工程作業のスムーズな着手が可能となるよう努めら

れたい。」との意見をいただいております。 

 

～質 疑～ 

 

（河津委員） 

計画 No1-1-1「審査の充実」について、全体としてよく取り組まれておりますが、その中

で審査委員による審査委員への研修会の実施に関してご質問したいと思います。 

審査委員は医師ですので、当然のことながら診断等の専門でありますが、専門であっても

それぞれ人間が判断するというところに完璧ではないものがあるだろうと推察いたします。 

公正、公平的な審査や審査の信頼性を担保するということは原審査査定率の向上のための

必要条件であると捉えており、足元をしっかり固めながら前進をする、というように理解い

たしました。 

そこで、講師となる審査委員の選出方法、同じ専門科同士の審査委員ですから、どのよう

に選ばれているのか。2 点目は講師となる方の一方的なレクチャーなのか、あるいは他の審

査委員と協議を行われて結論を出されているのかお聞かせください。 
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3 点目は、医科と歯科でこれまで研修回数も違いがあり、医科に関しては今回年 2 回を 4

回へ、更に DPC の研修をプラスし 5 回へということでしたが、こういったところで医科と歯

科とで基本的な違いがあるのであれば教えていただきたいと思います。 

4 点目は、研修に全員が参加されていれば問題ないのですが、仮に参加者が尐なかったと

すればやっていることの意味が不完全なまま終わるということもあるかと思います。そうい

った意味で、参加状況がどうであるかという点、計 4点についてご説明をお願いいたします。 

 

（田中審査第一部長） 

 まず、選出に関するご質問の回答の前に、審査委員の必要条件に関するところに触れたい

と思いますが、審査委員になった際は最初に事務局からレクチャーを実施します。当然、現

任の審査委員からもレクチャーを実施いただきます。 

審査を実施している段階で、高額な査定が生じた場合においては、同じ専門科である周り

の審査委員と協議した上で決定しているというところです。新任になられた審査委員につい

ては、十分に周りの審査委員とコミュニケーションをとって審査を進めていただいていると

いう状況です。 

 次に、講師の選出に関してですが、医科においては研修委員会が設置されており、歯科に

ついては、研修委員会というものはないのですが、歯科部会の小委員会にて研修会を決定し

ております。 

まず、講師を決める前に研修テーマを先に決めております。研修テーマというのは、「最近

話題になっている治療法」や「最新の治療法」、過去のテーマから治療内容や考え方が見直さ

れたもの、改めて確認したい治療等が候補となります。この時に、過去の研修会の実施履歴

から専門領域の診療科が重ならない等も考慮し、常に変化のある研修会というものを進めて

おります。 

そして「研修テーマ」決定後、講師の選出となります。テーマに即した専門領域の審査委

員を複数人候補として挙げ、研修委員長も含め研修委員会の委員が直接候補者ご本人に講師

依頼をしております。 

次に、一方的な研修なのかという点ですが、こちらに関してはご認識のとおりです。ただ

し、終了後に質疑も実施しておりますし、当然研修の資料を作る際には、同じ専門科の審査

委員の中で予め調整いただいております。また、作成いただいた資料については、事務局と

しても他の専門の審査委員と調整しております。 

参加者が尐なかった場合に関して、参加されていない審査委員から疑問が生じた場合につ

いては、直接審査委員同士で調整する場合もあるのですが、日程が合わない場合等は事務局

が間に入って、質疑及び回答の調整をしているところです。また、研修の資料に関しては、

審査委員が閲覧できる環境へデータとして格納しています。 

医科と歯科の違いに関してですが、医科と歯科は別会場となりますので、それぞれの会場

で研修会を実施しています。歯科の審査委員が医科の研修を受ける等はございません。 

最後に、参加者についての報告ですが、医科では 1回目 83名の審査委員が参加しておりま
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す。医科部会全審査委員数 201名でございますので、参加率は 42％となります。2回目は 29

名という尐ない状況で、全体からすると 15％という結果になりますが、DPC を審査する審査

委員が 146 名ですので、こちらで割り返すと 20％という結果です。2 回目に関しては 9 月の

開催でして、本審査が 7 日間のうち 5 日間がシルバーウィークと重なったことも要因であっ

たかと思われます。 

歯科に関しては歯科部会全審査委員 48 名いらっしゃいまして、1 回目は 46 名、2 回目は

45名ということで、ほぼ 100％に近い参加をいただいております。 

 

（河津委員） 

 医科に関してはシルバーウィークや、学会が重なった等の要因が多かったのかと思います

ので、やむを得ないのではないかと思います。 

 もう 1 点、事務局としてもかなり動いておられるということですが、この研修会というの

は審査委員だけが受けておられるのか、事務局も一緒に研修会の席に参加しているのかにつ

いて確認させていただきたいと思います。 

 

（田中審査第一部長） 

 審査委員会の了承を得て、医療内容的な知識を習得するということから、事務局も参加し

ております。事務点検を行う審査事務共助指導課をはじめとし、審査課、再審査課の職員が

参加しております。 

 

（久保村委員） 

  計画 No1-3-1「介護保険制度改正に対応した苦情相談業務の拡充」について、今回新たに

苦情相談業務の拡充に係る計画があげられていますが、この苦情相談業務というのは専門的

なスキルを持った職員が実施しているのか、あるいは一般の職員で対応が可能であるのかと

いう点について確認させていただきたいと思います。 

  また、対応人数や時間、苦情処理実績についても併せて確認させていただきたいと思いま

す。 

 

 （松戸介護福祉部長） 

  介護保険制度は平成 12 年に施行されまして、今年度 16 年目というところです。法律的に

は区市町村の業務ですので、一次的には保険者が苦情を受けます。その中で、制度施行当初

から国保連合会の苦情相談業務に関しましては、保険者で対応できない、困難案件について

対応するという位置付けです。 

  また、保険者に跨る案件ということで、例えば千代田区に住んでいる方が中央区の事業所

に行った場合は、千代田区・中央区の保険者の共同になりますので、そういった場合は本会

が間に入って対応する、という位置付けになっております。 

  苦情処理を行う体制でございますけれども、相談援助のスキルは勿論ですが介護保険制度
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を熟知しているということ、また本会では保健師、看護師、介護支援専門員の研修修了者、

いわゆる実務経験のある人材を採用しております。主に相談調査員と称しておりますが、非

常勤嘱託員として現在 5名採用しております。 

  また、本会の一般職員ですが、介護相談指導課に配属された職員に関しては、資格の有無

に関わらず相談員として対応しております。日常的には電話対応が多く、その場合は先程の

5 名の相談調査員が中心となって対応しております。 

  また、申し立てに基づく事業所への調査、助言指導を行う際には、医療的な問題または法

律的な分野の専門的なアドバイスが必要なことから、毎月開催しております苦情処理委員会

の中で助言をいただきながら、実際に事業所へ調査や実地指導を行っております。 

  事業所に出向く際には、5 名の相談調査員のうち 2 名と本会の一般職員 1 名の計 3 名で事

業所に訪問し調査等を行っております。 

  2点目の苦情処理実績について、平成 26年度の実績ですが、電話または飛び込みでの来会

の面談は 888 件ございました。そのうち、話を聞いて制度的に納得される方もいらっしゃい

ますので、実際に苦情として考えるものは 509 件でございます。509 件のうち、困難案件ま

たは複数保険者に跨るものとして正式に本会が受付したものは 23 件でございます。この 23

件については、先程ご説明いたしました相談調査員を含め、苦情処理委員会での論議を踏ま

えて実地調査等を行っております。 

  また、苦情については匿名の相談または事業所名も不明であることが多くございますし、

医療事故に関わるものもいくつか見られますので、そういったものは本会では受付すること

ができませんので、東京都含め行政官庁の方へ通報という形で 10件対応しております。 

 

 （久保村委員） 

  苦情処理はいつでも受付しておられるのでしょうか、あるいは土日祝日等は対応されない

のでしょうか。 

 

 （松戸介護福祉部長） 

  通常の職員の就業時間内で対応しております。専用の電話回線がございますので、そちら

の方で受付する体制をとっております。 

 

 （河津委員） 

  №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、保健事業支援・評価委員

会に関して、昨年度は東久留米市だけでしたが、今年度は 20 保険者に増加しており、また、

KDB システムに関しては、85 保険者中 35 保険者参加だったものが、更に 79 保険者まで拡大

するといったことで、KDB システム参加保険者も増加している中で、保健事業支援も増加し

ていく傾向であろうと推察をいたします。 

  今年度の第 1 回保健事業支援・評価委員会に関して、個別保険者の部分で委員が評価・助

言するということは支援保険者数が増えていくに従って厳しいものになるのではないかと思
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います。この点に関して、どのような対応策を考えられておられるのか確認したいと思いま

す。 

 

 （岡田保健事業担当部長） 

  昨年度は本事業の初年度ということもあり、ガイドライン自体も平成 26年 8月に出された

ということもありまして、委員会の設立も12月からということで1保険者のみの支援でした。 

  今回は 4月から準備期間もありましたので、依頼を受けた 20保険者全てを対象とさせてい

ただくこととしております。20保険者ありますけれども、国の補助事業であります国保ヘル

スアップ事業の申請保険者とそれ以外の保険者と 2 つに分け、1 期 2 期と時期をずらすこと

で動いており、この点については昨年度と全く異なる手法でございます。 

  1 期 2 期と分けておりますが、事前に委員の先生が検討した結果につきましても書面で各

保険者の方へ送付いたしまして、目を通していただき、日時を設定して説明会を開きました。

説明会においても 1 期の保険者の全てが一堂に会するのではなく特別区・市町村・国保組合

のグループで 3 保険者程度に分けまして委員からの助言の説明を行うとともに、保険者から

の質問を受けているということでやっております。 

  今回の方式が今後さらに拡大していった際にできるかという点については課題ということ

になりますけれども、今年度はこの手法で実施していくということで考えております。 

  また、今回、委員の先生や事務局としても想定していなかったのですが、説明会を開催し

た後、自然発生的に各グループの保険者同士で情報交換を実施されるようになりました。そ

の中で先駆的な事業を行っている保険者に関しては他の保険者から質問もございまして、保

険者同士で調整していただいて新たな事業として実施されていく、ということも行われてい

るようです。私どもとしても想定していなかったことではありますが、嬉しい誤算というこ

とで他の保険者からも喜ばれております。 

 

（河津委員） 

  私としては、「量」のところを心配したところではありますが、内容的な「質」の問題も情

報交換等でプラスの面が出てきており、数が多くても小グループに分けて実施することや個

別には事前に書類を送付しているということですので、そういった手法であれば来年度以降

も数が増えても「質」と「量」の両面に応えていけるような印象を受けました。 

ただ、今後厳しさはあるのではないかと思いますけれども、条件付きでよくやっておられ

るということで理解いたしました。 

 

（植村座長） 

 №2-1-1「効率的な組織運営の検討及び見直し」の中で、「職員定数適正化計画」について

は、今後の国保法改正やマイナンバー等もあり、見直しを行ったという報告が先程ございま

した。 

このマイナンバーに関しては、どこまで・どのように使われていくのかという点は未だ不
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明な部分が多いかと思いますが、いずれにしても本人確認や名寄せが容易になるということ

で国保連合会の業務を効率的に実施するという面が一つあるかと思います。 

同時に、国保と介護保険のような制度間を跨いだ統一的な審査を行うことや、あるいは住

所変更等に伴う資格の取得喪失について国保連合会の審査の段階でも分かるようになる等、

業務の拡充や新たな業務を実施する等の面での影響も出てくるかと思います。 

その点について、先取りのような感じではありますが、具体的に見込まれているような業

務がありましたら教えていただきたいと思います。 

 

（小椋企画事業部長） 

 具体的なものは中々見えてこないところもありますけれども、平成 29年 7月に予定されて

いる地方公共団体及び医療保険者との情報連携開始に伴いまして、医療保険者の取りまとめ

機関として、支払基金と国保連合会、実際は国保中央会となりますが、共同で運営する中間

サーバを設置し、国保組合・広域連合等を含めた医療保険者が住基ネットや情報提供ネット

ワークに一元的に接続できる環境を整備することとされております。 

 この中間サーバ設置に関して、今後、何らかの準備作業や経常的な業務を行うことになる

のではないかと想定しております。 

 また、医療等分野におけるマイナンバーの活用では、医療機関の窓口でのオンライン資格

確認等について国が検討しており、この動向によっては本会の業務にも影響があると想定し

ております。 

 

（植村座長） 

 マイナンバーの事業もそうですが、医療内容・介護内容に関しても、より厳密に審査する

という方向になってくるかと思いますし、それを容易にするマイナンバーの使い方というの

も出てくるかと思いますので、国保連合会としても事業を充実していくような形でご検討い

ただければと思います。 

 もう 1点、計画№2-2-1「人材育成基本方針に基づく人材育成」について「人材育成基本方

針」の改訂中というご報告でしたが、人を雇用しているところであれば、このようなことが

求められてきているのであろうと思います。特に御会のような組織ですと、働いてもらえば

良いということではなく、人を育てていくということが重要であると思います。 

 こういった取り組みについては、他県の国保連合会でも同様に策定しておられるのか、分

かる範囲で結構ですので教えていただきたいと思います。 

 また、御会では基本方針に沿って人材育成をされているとのことで、研修に関しては具体

的に思い付きますが、それ以外にどういった人材育成の事業を考え、実施されておられるの

かという点についても教えていただければと思います。 

 

（木村事務局次長） 

 今回改訂を行うにあたって、大都市の国保連合会の方へ策定の有無について確認をさせて
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いただいております。その結果、必要性は認識しているものの策定しているという県はござ

いませんでした。 

 2 点目の研修以外の具体的な施策に関しましては、あくまで検討段階ではありますが、例

えば、今年の 8 月に成立いたしました女性活躍推進法に基づいた女性管理職の比率を上げる

ための方策でしたり、ジョブローテーションの在り方の見直しとして、若手職員の短期での

異動・中堅ベテランは長期在籍での異動とする等を考えております。 

  

（植村座長） 

  他県では、必要はあるものの中々できていないという状況で、東京はトップランナーで進

めておられるということかと思いますが、人を育てるということは経験の積み重ねでしたり、

組織の中でノウハウが受け継がれていくことが有用かと思いますので、是非、人材育成につ

いて力を入れ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、理事長より一言ございます。 

 

（福永理事長） 

本日は、限られた時間の中ではありましたが、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、委員の皆様からいただいた外部評価結果や本会事業に対する意見・助言等を尊重

し、引き続き計画の推進に努めていく所存ですので、今後ともご指導の程よろしくお願い申

し上げます。 

 

（加島専務理事） 

以上をもちまして、第 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。 


