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東京都国民健康保険団体連合会 

平成 30年度 第 2回 経営評価委員会 議事概要 

 

 

1 日 時 ： 平成 30年 12月 14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  〔元 玉川大学 教育学部長・教授〕 

塚田 祐之  〔元 日本放送協会 専務理事〕 

        （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 30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 

（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 30 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、安藤理事長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（理事長） 

理事長の安藤でございます。 

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。 

また、本年 9 月に任期満了に伴う委員の改選がございましたが、諸先生方におかれまして

は、快く委員をお引き受けいただきまして重ねて御礼申し上げます。 

それでは初めに、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。 

今年度の国保制度改正により、都道府県が財政運営の責任主体を担うこととなりました。

このことに伴い、本会では国保事業費納付金等算定標準システム及び国保情報集約システム

について、管理・運用を行っております。 

4 月の施行当初から順調に管理・運用を行っており、引き続き、これらの関連業務にしっ
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かりと対応していくことで、新制度の安定的な運営に寄与してまいります。 

一方、昨年、厚生労働省と支払基金が公表した「支払基金業務効率化・高度化計画・工程

表」を受け、国保側として公表した「国保審査業務充実・高度化基本計画」では、主に審査

基準の差異解消に向け、8 割の国保連合会が採用する審査基準を全国統一ルールとすること

について、国保中央会を中心に項目の拡大を図っているところです。 

また、一定点数以上の高点数レセプトの審査については、現在、国保中央会に委託してお

りますが、来年 7月審査分からその対象点数を引き下げる等の対応を予定しております。 

このような情勢の中、本会では、本年度を初年度とする第 3次経営計画の第 2期実施計画

について、取り組みを進めているところでございます。 

本日は、平成 30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しますので、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、簡単ではございますが、私からの挨

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。 

 

（専務理事） 

続きまして、経営評価委員をご紹介いたします。 

  なお、経営評価委員会設置要綱第 4条第 2項の規定により、座長については、委員の互選に

より選出することとなっております。 

  事前に、選出いただいておりますので、併せてご紹介させていただきます。 

経営評価委員会座長の、早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科教授 植村尚史委員で

ございます。 

 続きまして、経営評価委員会設置要綱第 4 条第 3 項により、副座長は座長が指名すること

となっております。植村座長に予めご指名いただいておりますので、ご紹介いたします。 

副座長の、元・玉川大学教育学部長・教授 河津英彦委員でございます。 

 続きまして、本年 8月 31日をもちまして、久保村委員が退任され、そのご後任として、 

元・日本放送協会専務理事 塚田祐之委員でございます。 

 なお、各委員の皆様のご略歴につきましては、資料№3「経営評価委員会委員プロフィール」

をご覧いただきたいと存じます。 

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。 
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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 30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 30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：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〕 

  審査に関する 2 つの計画共に、保険者の事業運営への貢献のために原審査査定率の向上を

目指すものでありますが、それぞれの計画の役割が異なっております。 

  審査課が所管しております、計画№1-1-1「審査の充実」につきましては、審査委員の先生

方が、効率的かつ効果的に審査が行えるよう、審査委員会内での情報共有を図り、審査委員

会を円滑に運営することで原審査査定率の向上に繋げる計画でございます。 

一方、計画№1-1-2「審査事務共助の充実」については、職員が審査知識の向上に取り組み、

審査システム等を活用することで、審査委員の先生方が行う審査の共助に繋げ、その結果と

して原審査査定率の向上を目指すものでございます。 

従いまして、2 つの計画が、車の両輪の如く機能することで、原審査査定率の向上が図れ

るものであります。 

 計画の概要は、本会の「審査の充実・強化」を図るため、画面審査システムに係る対応強

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ことです。 

項番 1 の審査情報の共有ですが、（1）「審査録の効率的活用」は、適正な審査に資するよ

う、各診療科の取り決め事項等を審査録の機能に格納し、審査委員会全体で共有しています。 

また、格納する項目については、診療報酬の改定などが反映されているかどうかの確認作

業が終了し、格納しましたので、記載では 9月までの報告のため、予定になっておりますが、

11月の審査委員会において周知いたしました。  

（2）の「ICTを利用した審査情報等の拡充」は、ペーパーレス会議システム（ネットプレ

ゼンター）を活用し、各審査委員の端末画面に通知や決定事項等を映し、審査情報等を周知

いたしました。また、このシステムは、審査委員への研修会等でも活用しています。 

（3）「審査委員による審査委員への研修会の実施」は、医科・歯科ともに年 4回開催を予

定し、それぞれご覧の日時とテーマで実施しているところです。 

次の項番 2「研修会等への参加」は、職員の知識向上を図り、審査委員からの質問等に迅

速かつ適切に対応できるよう、記載の研修会に職員を参加させ知識向上に努めました。 
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また、情報の共有や統一を図るため、審査委員を交えた会議を開催するとともに事務局三

者による会議を実施いたしました。 

項番 3は「審査参考事項等の作成」ですが、（1）の審査参考事項の拡充は、各診療科の取

り決め事項を、各診療科の領域以外でも審査できるよう、本年 12月までに項目を選定し、審

査委員に意見を伺うとともに協力要請を行い、審査委員会の各部会や小委員会等で本年度中

の承認を目指しています。 

（2）の全国国保連合会共通の取り決め事項は、本年 8 月に開催された「全国国民健康保

険診療報酬審査委員会会長連絡協議会」で取り決め事項が諮られ、110 項目が承認されまし

た。 

承認後、本年 9月に開催した審査委員会において、審査委員会会長から承認項目を報告い

たしました。 

また、承認項目については、審査録の機能に格納する準備を進め、準備が整い次第、と記

載しておりますが、本年 10月に開催した審査委員会に説明したうえで、格納し、審査委員へ

の周知を行いました。 

課題と対応ですが、「研修会等への参加」は、引き続き、職員の専門知識の習得・向上に

向け、研修内容や方法等について検討を進め取り組みの強化を、図っていきたいと思います。 

審査参考事項等の作成は 、 審査委員の理解を得るため、引き続き、丁寧な説明を行い対

応して行きます。  

自己評価は、審査参考事項等の作成におきまして、若干時間を要していますが、概ね計画

どおり進捗しておりますので、「〇」といたしました。 

内部評価も、自己評価同様「〇」で、「引き続き、審査の充実に向けて、円滑に審査委員

会を運営されるとともに、関係部署との十分な協力の下、職員の専門知識の一層の向上に努

められたい。」との意見をいただいております。 

 

〔№1-1-2 審査事務共助の充実〕 

 計画の概要は、本会の「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目指すとともに、再審査容認分（連合

会責任分）を分析し、原審査に有効活用するものです。 

項番１は減点点数の目標値設定及び進捗管理ですが、＜査定状況＞の表の右下、平均欄を

ご覧願います。 

① 入院減点数の目標点数 月 3,650万点 に対し 3,455万 5,579点 

② 外来減点数の目標点数 月 1,600万点 に対し 1,771万 9,947点 

③ 減点数合計の目標点数 月 5,250万点 に対し 5,227万 5,526点 で、減点目標点数を約

22万点下回り、査定率は 0.294％でした。 

次の項番 2は審査基準の統一に向けた調整ですが、国保中央会から依頼のあった審査案件

について、各診療科で審査委員に項目の説明を行いながら調査を行い回答いたしました。ま

た、その中から本会の取り決め事項または審査参考事項となる項目を検討しました。 
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下の参考の表をご覧下さい。①の標準システムは審査の統一を行う項目ですので、参考に

載せております。②の外付システムは、本会独自の項目ですが、現在は標準システムの項目

拡充を優先しているため、医療機関の傾向を見る審査に使用しています。 

項番 3は審査後済レセプトの確認、調整ですが、審査後処理まで終了しているレセプトに

ついて、再度項目を限定してチェックをかけ確認しています。 

項番 4の職員の知識向上のための研修会は、表に記載のとおり、施設見学を含めて実施い

たしました。 

項番 5は事務審査課における審査事務共助の強化ですが、事務審査課に設置されている審

査事務共助担当者と、専門的な事務共助を行える体制や育成について協議を行いました。 

項番 6の再審査容認分についての分析は、表に記載のとおり、診療科ごとに情報交換を行

い、原審査に反映できる項目について協議しました。 

課題と対応ですが、設定した目標値に対して、入院分の減点点数が下回っております。 

対応として、入院分の事務共助内容を分析した結果、外科系のレセプトに対して、チェッ

ク項目のランプ設定が十分でなかったため、ランプ設定を改めるとともに、外科系の事務共

助を行う人員を増やすなど、目標達成に向けた取り組みを強化します。 

自己評価は、数値目標を概ね達成しているため「〇」にしました。但し、目標は達成して

いませんので、ただ今申し上げましたことに努めていきます。 

内部評価は、自己評価同様「〇」で、「画面審査システム等の効果的な活用や審査事務共

助体制等の見直しを図り、審査の充実・強化に繋げ、目標達成に向けて取り組まれたい」と

の意見をいただいております。 

 

②療養費担当（説明：療養費担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

 〔№1-1-3 療養費の適正化に向けた審査の充実〕 

 計画の概要は、柔道整復療養費、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費の不正請求

対策等について、国からの通知等に基づき、審査環境等を整備し、療養費の適正化に向けた

審査の充実を図ることを目的とするものでございます。 

執行状況ですが、項番１として、「柔整審査会と事務局間の審査情報の共有」につきまし

て、記載の 3点について取り組みを行いました。 

まず 1点目として、（1）柔整審査会との情報共有でございますが、記載の①②の 2点につ

いて実施いたしております。 

2 点目として、（2）審査結果票の様式変更でございますが、昨年度まで活用していたもの

に、記載項目を 2項目追加いたしました。 

追加内容としては、①施術所の請求傾向エリアを追加し、職員による事務点検時に記載の

01 多部位・近接から 06 負傷原因のパターン化までの 6 項目の請求が見られた場合に「○」

を記載することで、審査委員に施術所の請求傾向を伝えることと、審査委員が審査時に判断
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した場合に「○」を記載し、次回以降の審査に活用していくことを目的としております。②

返戻再請求の件数の記載欄を追加いたしました。返戻した申請者が再請求された際、内容を

訂正せずに再提出されるケースがあるため、訂正の有無を含め記載することとしております。 

3 点目として、（3）事務点検方法の見直しでございます。（2）の様式変更に伴い、今まで

は 3 部位以上の請求件数の記載のみでございましたが、施術所の傾向、再請求のコメント記

載、疑義付せんへの詳細な記載等を実施いたしております。 

疑義付せんの貼付件数でございますが、特に目標件数を定めていませんが、記載のとおり

となります。今後の効果等によっては、目標化についても検討していく必要があると考えて

おります。     

続きまして、項番 2「審査参考事例等の作成」項番 3「柔整審査会権限強化に伴う仕組み

等の構築」につきましては、ともに関連がございますが、今回は、情報収集に努めておりま

す。 

項番 3の 2個目の「・」のまた以降でございますが、次回の面接懇談に向け「部位転がし」

と疑われる施術所の申請内容につきましては、審査は単月で行っていることより、施術所の

傾向を把握するためには、前回までの申請内容が必須となることから、簡易システム（access）

に登録を行い、その情報を基に、9月 28日に、今年度 1回目となる面接懇談を 2施術所に対

して実施しております。 

また、公益社団法人東京都柔道整復師会の会員である 2施術所については、協定契約関係

にあることより、公益社団法人に対し、指導等の実施依頼をしております。 

（その他）といたしましては、記載の 4点について対応を行っております。 

（1）あはき療養費の受領委任制度の導入については、本会が委任状の取りまとめを行う

ため、7 月に国保主管課長会議等で説明を行い、平成 31 年１月から参加する都内 84 保険者

中の 75 保険者の委任状を 9 月中に取りまとめを行い、10 月に国保中央会に提出しておりま

す。 

（2）職員の知識習得・強化を目的とした、審査委員による研修会を計画し、第１回目を 7

月 9日に行いました。次回は 11月を予定としております。 

（3）患者調査に関する事項について 6月に東京都に提案を行いました。 

（4）療養費の適正化に向けた審査の充実を図る観点から、十分な事務点検期間の確保、

今後想定される事務量の増加等に対応するため、現行の複数業者による業務委託の事務処理

体制を一括運用に向けて 8 月より公募型のプロポーザル方式による業者選定の検討を開始し、

9月 25日に本会ホームページに募集を掲載しました。 

課題と対応として、項番 2の審査参考事例等の作成でございますが、療養費の算定基準に

記載のない項目に関しては、施術所側の理解が得られにくいため、慎重に対応していく必要

があると考えております。 

項番 3でございますが、面接懇談を実施した施術所に対する、今後の対応として、患者調

査の実施など東京都・保険者と協議していく必要があると考えております。 

（その他）でございますが、公募型のプロポーザル方式による業者選定にあたり、提案依
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頼・プレゼンテーションを経て評価を実施し、業務委託業者の選定を行っていきます。 

自己評価ですが、柔整審査会と事務局間の審査情報の共有は順調であり、計画どおり進行

することができたため、「○」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「療養費の適正化に向け審査の充実を

図るため、審査情報の共有や柔整審査会の権限強化など適切に対応されたい」との意見がご

ざいました。 

 

③企画事業部（説明：企画事業部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-2-2 第三者行為損害賠償請求収納事務の受託範囲の拡大〕 

  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、すべて

の第三者求償事務を本会で処理できるよう、受託条件や事務処理体制等を整備した上で、受  

託範囲の拡大を図るものでございます。 

執行状況ですが、項番 1「受託範囲拡大に伴う体制等への影響調査等」では、昨年 6 月の

厚労省通知に基づき、第三者直接求償事務における保険者と本会の役割分担や受託解除要件

等を整理するとともに、事務量等を積算しました。また、積算した事務量を基に、事務処理

体制を検討しました。 

次の項番 2「受託範囲拡大に伴う費用負担の見直し」です。取組強化等による受託件数の

増加や直接求償事務等の受託に伴う事務処理体制を踏まえた費用を積算するとともに、積算

した費用の負担方法や手数料単価の見直しの検討を行いました。費用の負担方法については、

現在、受託１件あたり定額単価に加え、収納した賠償額に対して一定割合とする定率制を導

入することを関係部署と協議し、本会の内部方針としました。 

また、7 月の国保主管課長会への説明後に手数料に関する意見等が多数あり、いただいた

主な意見として、収納額割の料率の引き下げ、収納額割に一定の上限額設定、賠償額による

段階的な料率設定をすることなどがありました。その意見を基に再検討することとし、費用

の圧縮を図り、収納した賠償額の規模に応じた段階的な料率にすることや上限額を設定し、

できる限り保険者負担の軽減となる料率にすることで関係部署と協議し、本会としての再検

討案としました。 

次の項番 3「受託範囲の変更等に関する保険者等との調整」です。内部決定した事項につ

いて、保険者と、東京都及び本会の委員で構成する検討委員会において、協議、調整を行い、

第 4 回の検討委員会で、検討委員会としての受託範囲及び手数料の見直し（案）の一定の方

向性がまとまったため、6月と 7月に開催された国保主管課長会等にて説明を行いました。 

提示した見直し（案）に対して 8月 3日まで保険者からの意見等を集約し、いただいた手

数料に対する意見等を基に、項番 2のとおり手数料の再検討を行いました。 

再検討後の手数料については、9 月 3 日開催の第 5 回の検討委員会において、協議、調整

を行い、了承を得たことから、あらためて 9 月に開催された国保主管課長会等にて、再検討
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内容について説明を行いました。 

課題と対応ですが、手数料の再検討内容について、10月に開催される国保主管課長会等に

おいて、理解を得られるよう丁寧に説明を行ってまいります。 

また、直接求償事務の受託に伴う事務処理体制の構築等準備を進めます。 

なお、9月と 10月における会議の状況ですが、再検討内容に対する指摘等はなく、ご理解

いただいているものと認識しております。 

自己評価ですが、受託範囲の変更等に関する保険者等との調整について、一部再検討が必

要となりましたが、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、「受託範囲の拡大に向け、新たな運用

フローの整理など事務処理体制の整備に万全を期するよう取り組まれたい。」との意見がござ

いました。 

 

〔№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「定数配置等を検討するための調査・ヒアリング」では、記載の

6営業日の間で、全部署を対象としたヒアリングを実施しております。 

次の項番 3「事務量調査の実施等」ですが、（1）「全国の業務量調査に係る情報収集等」で

は、平成 30 年度、 国保中央会において全国の業務量調査の実施が決定されたことから、本

会の事務量調査に与える影響を調査するため、これに係るスケジュール、変更箇所等につい

て情報収集を行いました。 

次に、（2）の「事務量調査の実施等」ですが、「平成 30年度事務量調査実施要領」の制定

等、以降に記載の事前準備を行いました。また、9 月 25 日（火）から 10 月 1 日（月）まで

を事務量調査システムの試用期間として設定し、入力マニュアルや注意事項等について、全

職員に対してグループウェア内の掲示板等で周知しました。 

なお、上記（1）で情報収集を行った結果、全国の業務量調査と本会の事務量調査の調査

期間が同じであることや調査項目についても昨年度と比較して軽微な修正であったことから、

昨年度と同様の方法で実施することとしました。 

（その他）として、次期職員定数適正化計画については、平成 31 年度中に策定する予定

ですが、同適正化計画は平成 32年度予算に影響を及ぼすため、予算編成時期までに策定する

ことが必要となります。このことから、平成 30年 4月に「職員定数適正化検討懇談会」を設

置し、検討を行っているところでございます。 

課題と対応ですが、「国保連合会・国保中央会のめざす方向 2018」への対応についてです。

国保中央会において、平成 30年 9月に取りまとめた「国保連合会・国保中央会のめざす方向

2018」等を踏まえた、効率的な定数配置と事務組織体制を検討していく必要があると考えて

おります。 

自己評価ですが、定数配置等を検討するための調査・ヒアリングにおいて、当初の計画期
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間内に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、「「国保連合会・国保中央会のめざす方

向 2018」等を踏まえつつ、本会を取り巻く状況に応じた効率的な組織体制の検討に努められ

たい。」との意見がございました。 

 

④保健事業担当（説明：保健事業担当部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№1-2-1 保険者が推進するデータヘルス計画に係る支援〕 

 計画の概要は、保険者が実施を進めているデータヘルス計画の目標達成に向けて、効率的

かつ効果的に保健事業を実施するために、様々な観点からの支援と KDB システムの活用を推

進するものでございます。 

項番１「保健事業支援・評価委員会の運営」です。 

記載はございませんが、本委員会は、厚生労働省の特別調整交付金の交付対象となってい

る国保ヘルスアップ事業で、本年度は 9 月末までに委員会からの助言とそれを踏まえた区市

町村における改善内容の提出が必要であり、例年より短い期間での対応となりました。 

委員会の開催にあたり、本会保健師が事前に保険者へ申請書確認やヒアリングを行い、記

載のとおり委員会において合計 32保険者に助言を行いました。また、会議終了後に助言内容

をまとめたものを保険者に提出しております。 

項番 2「保険者への効果的な保健事業の提案と支援」につきまして、保険者から依頼のあ

ったデータヘルス計画に基づいて実施している保健事業の支援を行うもので、血管年齢測定

や健康相談などを 12保険者に実施しました。 

項番 3「保健事業に関する研修会等の開催」につきまして、6 月の医療費分析研修会では、

データの見方、考え方について実際に保険者から教材としてデータ提供を受け、それを分析、

解釈ができるようになる目的で研修会を実施しました。 

7 月の保健事業支援研修会では、ポピュレーションアプローチとしてのインセンティブ策

の重要性について、健康無関心層への働きかけとして、個人へのインセンティブをどのよう

に展開するか、どのように情報を届けるかの講義を実施しました。 

項番 5「KDB システムの活用に関する支援」につきまして、システムの操作研修などを 22

保険者に実施しました。 

課題と対応として、委員会開催期限の前倒しのため、保険者事前ヒアリング場所を保険者

から本会に変更しました。 

また、依頼保険者数の増加対応として、保険者の共通する課題ごとに、委員から助言を行

うなど効率的な運営に努めました。そのほかの課題として、今後委員会を利用していない保

険者に対して、保健事業をより推進するためには、担当部署のマンパワーが不足しており、

体制の強化が必要となっています。 

なお、現在、保健師欠員のため募集しておりますが、条件等が合わず、現在も募集中の状
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況です。 

自己評価ですが、委員会の運営や研修会の開催など、計画どおりに進んでいるため「〇」

としました。 

内部評価につきましても自己評価同様「○」で、「保険者ニーズを的確に把握し、関係者

間の連携の強化を図り、保険者のデータヘルス計画等に係る効果的な支援に努められたい。

また、より一層の保険者支援を行うための体制強化に向けた人材の確保を進められたい。」と

の意見がございました。 

 

⑤介護福祉部（説明：介護福祉部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

                             

〔№1-3-1 介護給付適正化の推進〕 

計画の概要は、各保険者の介護給付適正化の実施状況や課題及び要望等の把握や支援を行

うため、保険者訪問を積極的に行う。また、事業所の動向を分析するケアプラン分析システ

ム等の操作説明及び活用方法や過誤点検に役立つ情報提供を行うため、保険者研修会の実施

や適正化システム等の拡充を行うことで、保険者の介護給付適正化に係る取り組みを支援す

るというものでございます。 

執行状況ですが、項番 1として、「保険者訪問の実施」に取り組みました。 

保険者における介護給付適正化の実施状況等を把握し、保険者が課題としている取り組み

を支援することを目的として、すべての保険者を対象に実施をしています。 

29年度は 28保険者を訪問しており、32年度までに 34保険者を訪問します。4月から 9月

までの実績は、4保険者です。 

参考ですが、11月末では、11保険者の訪問を予定しております。 

また、昨年度、既に訪問を行った保険者におきましても、継続的なサポートを行うため、

担当者と日程の調整を行い、訪問していきたいと考えております。 

項番 2として、「介護給付適正化に関する研修会の実施」に取り組みました。 

1回目は、ケアプラン分析システム研修会で、8月と 9月に 3日間行い、45保険者、65名

の参加をいただきました。 

2回目は、縦覧点検・医療情報との突合・給付実績を活用した研修会で、9月 25日に開催

し、41保険者、60名の参加をいただいております。 

なお、3回目の研修会として、島嶼地区を対象に平成 30年 11月を予定しております。 

項番 3として、「適正化システム等の拡充」に取り組みました。 

保険者アンケート調査では、他県事業所分の縦覧点検を本会で行って欲しいという意見が

多くあったため、他県連合会との調整や処理日程の調整を行った結果、本会が保険者に代わ

って対応できると判断し、11月から実施する準備を進めております。 

次に、平成 30 年度の介護保険制度改正により、全国標準の適正化システムの拡充を 7 月

31 日に行いました。これにより、6 月、7 月に保険者及び東京都に提供していた適正化情報
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が 8月に遅れるため、6月に事務連絡にて周知いたしました。 

また、独自システムにおいても制度改正による改修を行い、12月の実施に向け、準備を進

めております。 

課題と対応です。保険者では、人員体制や専門性を有する職員の確保等が課題となり、適

正化事業の取り組み状況に差が生じております。 

  このことから、今後も点検方法や活用方法並びに操作方法について、保険者に対し丁寧に

説明を行い、理解を深めていきたいと考えております。 

  また、保険者の事務負担軽減を目的とし、本会で対応できる点検項目を拡大してまいりま

す。 

自己評価ですが、保険者訪問の実施については、制度改正の影響により、訪問を開始する

時期が 6 月となりましたが、今後の訪問予定の調整ができたことから、概ねスケジュールど

おり進行している状況であるため「○」としました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「○」で、「引き続き、保険者の要望の把握に努

め、介護給付適正化等に対する保険者支援について、計画的・効果的な保険者支援に努めら

れたい。」との意見をいただいております。 

 

⑥総務部（説明：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、改定した人材育成基本方針に基づき「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。 

項番 1「人材育成基本方針に沿った人材育成の実施」では、（1）「人事評価の昇任制度への

反映」といたしまして、人事制度改正により係長職への昇任は、競争試験から能力実証によ

ることとされたため、係長職の適正及び標準職務遂行能力を一定程度有する職員を把握する

ため、人事課による各課長からのヒアリングを行ったうえ、専務理事、事務局長、総務部長

を基礎的委員とする「昇任審査会」にて選出することといたしました。 

（2）「評価者研修の実施」といたしまして、7月 31日に評価者である課長級職員を対象と

した人事考課研修を実施いたしました。 

  本研修では、地方公共団体職員向け登壇回数の多い講師を選定し、より実践的で人材育成

に繋がる内容となるように配慮いたしました。 

受講者からは、「本質的な事が理解できた」、「定期評定票の項目とリンクした内容の研修で

非常に良かった」など、実際の評価に役立つ旨の感想を得ております。 

（4）「職場研修（OJT）及び集合研修（OFFJT）の実施」につきましては、①「研修カリキ

ュラムの選択における所属長の積極的関与への働きかけの強化」といたしまして、 

主任職及び主事職に係る平成 30 年度職層研修について、人事課にて各職層に適すると思

われるカリキュラムを 3 つ程度用意し、所属長が該当職員の意向を踏まえ受講させたいもの
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を選択する方式とすることとしました。 

所属長が学ばせたい研修を受講させることで、所属長が積極的に人材育成を行う姿勢を強

調・明確化しております。 

②「係長職研修の実施」といたしまして、業務の中枢となる係長がより実務のリーダーと

して職務を遂行しつつ、適切に上司の補佐、部下の育成を行うために、必要な心構えを学び・

体験し・気付く場となっており、受講者（66人中 50名受講）からも、「事例研究は自分に当

てはまることもありそうで、身が引き締まる思いだった。」「自身の取り組み方で反省すべき

点があった。」「あらためて係長同士で話ができて良かった。」など、受講者全員が有益な研修

だったという声を聞いております。 

本会の管理職は、マネジメント業務の傍ら、しばしプレーヤーとしての姿が散見される旨、

かねてより各方面からご指摘をいただいております。管理職が本来業務に集中できるよう、

係長職の地力を強化する第一歩と位置付けております。 

次に、「課題と対応」でございます。「その他」として 3点ございます。 

項番 1「定年延長への対応について」でございます。現在、国家公務員の 65歳への定年引

上げについて、具体的な運用方法の検討と関連法案の提出準備が行われていると認識してお

ります。 

地方公務員において同様の措置とされた場合、本会もこれに倣って制度改正を行うことと

なりますが、職員定数適正化計画にも大きな影響を与えることから、引き続き情報収集に努

めてまいります。 

また、10月 22日に開催された「未来投資会議」の中で、安倍総理は「65歳以上への継続

雇用年齢の引上げとして、70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、

多様な選択肢を許容する方向で検討したい」旨発言されております。このことについても今

後の展開を注視していきたいと考えております。 

次に、項番 2「就活ルール廃止に伴う職員採用への影響について」です。 

経団連が平成 31 年度をもって採用指針を廃止し、今後は政府主導で就活ルールを定める

こととなりました。現実には、今後大手企業が採用時期を早め、優秀な学生の青田買いが進

むと懸念されております。 

本会が頭脳集団への移行を進めていくにあたり、「専門分野のスキルを有する学生の採用」

は重要な要素となります。先ほどの未来投資会議の中で、「キャリア採用拡大・新卒一括採用

見直し」についても議論されております。 

これらの社会的な動向について注視していくとともに、当座は 3年次の学生を広報活動の

中心とする等の対応について検討していきたいと思っております。 

最後に、項番 3「人材育成基本方針の改訂について」です。 

現行の人材育成基本方針は、第 3 次経営計画の第１期実施計画に基づき、平成 28 年に改

訂版を策定いたしました。 

現在、当該改訂版に掲げております「56」の方策について、順次取り組みを行っていると

ころです。 
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  しかしながら、平成 30年 4月に職務の級の再編を含む大掛かりな人事制度改正を行ったこ

と、職員定数適正化計画第 4 版の策定にあたり、当該計画を確実に実行していくために、よ

りそれに見合った方策の有無について検討する必要があること、さらには、国保中央会から

「国保連合会・国保中央会のめざす方向 2018」などが示されるなど、その後の多くの情勢の

変化が起こっております。 

  ついては、これらの変化への対応について、順次行ってまいりたいと考えております。 

自己評価でございます。人事制度改正により、人材育成基本方針の見直しなど課題はある

ものの、人事評価の昇任制度への反映に関し、昇任審査会の設置にかかる規定の整備や評価

者研修の実施など、計画どおり進捗できましたので「〇」といたしました。 

内部評価につきましても、自己評価同様「〇」で、定年延長や職員採用の対応等につきま

して、状況を注視しつつ検討すること。また人材育成基本方針につきましては、四囲の情勢

の変化に応じて適宜見直しの検討を進めるように、との意見をいただいております。 

 

⑦システム管理部（説明：システム管理部長） 

（資料に基づき説明。以下、要旨。） 

 

〔№3-2-1 オンライン請求システムの機器更改に係る対応〕 

 計画の概要は、現行オンライン請求システムの機器更改を平成 32 年度に行い、国保中央

会と支払基金（社会保険診療報酬支払基金）が共同で開発を行う次期オンライン請求システ

ムへ移行するものでございます。 

執行状況ですが、項番 1（1）情報収集です。 

平成 30 年 6 月 7 日に国保中央会で開催された国保総合システム部会において、オンライ

ン請求システムの機器更改の方向性について、支払基金の新システムの開発状況及び今後の

国保総合システムの在り方を踏まえ、各連合会からの要望であるコスト削減を基本として、

再検討を行う方針が示されました。 

主なポイントとして、業務要件の変更内容、プログラム構造の見直し等について、平成 30

年 8月末を期限として再検討を行うこととなりました。 

しかしながら、その約 1 週間後の 6 月 15 日付の官報に、支払基金の新システムの調達に

おける入札公告の取り消しが掲載され、平成 30 年 8 月 10 日に開催された国保総合システム

部会において、支払基金からの情報提供が遅れているため、前回提示があったスケジュール

等の変更案が示されました。 

具体的な変更内容としては、8 月末としていた検討の期限を、9 月末を目途に、その時点

での国保としての方針を打ち出し、その後に支払基金の状況に併せて内容を見直す方向とな

りました。 

平成 30 年 9 月 26 日に行われた全国国保連合会常勤役員・事務局長合同会議において、6

月に公示取消となった支払基金の調達案件が、10月より再調達が行われる見込みであるとの

説明がありました。 
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また、機器更改の方式を拠点化・クラウド化とするのか、現在と同様に連合会設置方式と

するのか、各方式と実装する機能の組み合わせ毎に、現時点で判断が必要と想定される時期

の目途が示され、最初の判断ポイントとしては、拠点化・クラウド化とする場合は、平成 31

年 2月上旬頃までに判断が必要となるとの説明がありました。 

課題と対応ですが、国保中央会から、機器更改で新たに実装する機能の内容と、支払基金

の今後の動向によっては、現在支払基金と行っている共同開発ではなく、国保独自での機能

開発という対応も想定する必要があるという懸念事項が示されております。 

当たり前ですが、国保独自の開発となってしまいますと、これまでの共同開発と比較する

と相当に大きな負担、お金だけでなく人もですが、想定されますので、引き続き、支払基金  

の新システム開発の進捗状況を把握しながら、国保中央会とともに国保としての対応を協議

してまいります。 

  なお、記載はございませんが、国保中央会から 10月より再調達が行われる見込みであると

の説明があった支払基金の調達状況ですが、支払基金の HP上から、11月 20日に、一部の案

件において、意見招請が行われております。 

自己評価ですが、支払基金からの情報提供の遅れにより、検討スケジュールの変更が生じ

ておりますが、本計画としては情報収集の段階であり、計画どおり進行することができたた

め、「○」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、「引き続き支払基金の新システム開発

状況等の情報収集に努め、国保側の対応に大幅な遅れが生じないよう国保中央会をはじめと

する関係機関との連携を強化されたい。」との意見がございました。 

 

（植村座長） 

各計画の報告については以上となりますが、1 点、事務局から報告事項がありますので、

お願いします。 

 

（事務局長） 

 平成 31年度の予算編成の状況について触れさせていただきます。 

本会は、国保保険者の被保険者数に応じてご負担戴く「会員負担金」や、レセプトの審査

支払件数に応じたご負担の「手数料」などを主な財源として事業を運営しております。 

運営にあたっては、審査の充実強化や保健事業に係る保険者支援など経営計画に掲げる取

り組みの推進や、内部努力による経費節減に努めているところであり、また、保険者さんの

ご負担を抑制するため、会員負担金や手数料の単価を据え置き、歳出に対する歳入の不足額

を「財政安定積立金」から繰り入れて、各年度予算の収支均衡を図って参りました。 

しかし、「財政安定積立金」の保有額が減少し、今後も引き続き、財源不足を積立金で補

うことが困難になる中、会員負担金や手数料単価を据え置くことは、国保の被保険者数の減

少により、歳入がさらに減少することになり、国保事業は財政的に厳しさを増す状況となり

ます。 
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このような状況にありますので、保険者に対し 31 年度にご負担の増額をお願いしており

ます。 

正式な決定は、来年 2月に開催予定の総会になりますが、保険者さんへの説明につきまし

ては、今年度に入り、課長会などで説明を経て、先日開催の理事会で値上げの方向性をご承

認いただいたところでございます。 

保険者さんに対して手数料等の値上げについてお願いしている状況を報告させていただ

きました。 

 

～質 疑～ 

 

（河津副座長） 

計画№1-1-2「審査事務共助の充実」についてです。減点点数の中で、外来分は目標を上回

りましたが入院分は目標値より低かったとあります。これは事務の根幹に触れ、特に事務共

助の大事な部分ですが、減点点数が低かった分析が、資料の「課題と対応」に「入院分の共

助内容を分析した結果、外科系のレセプトに対する、ランプ設定が十分ではなかったことが

判明した」と書いてあります。そこで、もう少しここを詳しく説明して頂きたいです。 

外科系のランプ設定のみが不十分であったことに関して、元々何らかのミスがあったのか、

平成 30年 4月の点数表の改正に併せたランプ設定がうまくいかなかったのか、またはそれ以

外の要因が影響したのでしょうか。 

 

 （審査第 1部長） 

まず、4 月の点数表改正の影響はあります。今回の外科系の項目チェックが不十分であっ

たことについてですが、チェック内容には確実に減点する項目と、内容を確認するためのも

のがあります。今回不十分だった項目は、外科系の内容を確認するチェック項目の設定でし

たので、その対応をいたしました。 

 

（河津副座長） 

外科特有のランプ設定の難しさがあったと理解してよろしいでしょうか。 

 

（審査第 1部長） 

  おっしゃるとおりです。 

 

 （河津副座長） 

  また、共助人数を厚くして、とありますが、外科系のランプ設定という技術的なことだけ

でなく、人を増やすことも重要という考えでよろしいでしょうか。 
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 （審査第 1部長） 

  おっしゃるとおりですが、職員の人数は限られており、診療科毎に対応する人数が異なっ

ておりますので、外科系の人数を厚く致しました。 

 

 （河津副座長） 

  チェック項目の不十分な点はいつ頃判明したのでしょうか。 

 

 （審査第 1部長） 

  8月頃です。 

 

（河津副座長） 

分かりました。ある時期を過ぎてからまとめて振り返るので、4 月から始めたことが 9 月

に判明したということで、評価は「〇」になっていますが、減点点数は目標点数の 99.6％達

成なので「〇」でよろしいと思います。ランプ設定項目を見直されたので、下半期は相当事

務共助の充実が進むと思いますのでこれでよろしいかと思います。 

 

（河津副座長） 

2つ目として、計画№1-1-3「療養費の適正化に向けた審査の充実」についてです。進行管

理表では新規事業として出てきましたが、制度はあると存じていました。ただ、具体的にど

のように行っているかは見えていなかったところです。柔整審査会と審査情報の共有、審査

参考事例の作成、柔整審査会の権限強化に伴う仕組み等の構築、初めてのことでご苦労があ

ると思います。 

新規事業は計画どおり着実に進めていくことが重要と思いますが、今後、業務量が増えて

いく中で「プロポーザル方式による業者選定の検討を開始」とあります。今まで御会におい

て外部に委託するということを聞いたことがなかったのですが、委託する業務はどのような

ものかと思いました。 

また、現在は紙面で審査を行っているそうですが、今後、診療報酬の審査のように更なる

効率化を求めて電子化される予定はあるのでしょうか。以上 2 点お聞かせいただきたいと思

います。 

 

（療養費担当部長） 

  業務委託のプロポーザルについては、療養費業務の観点でお答えしたいと思います。 

まず、療養費の概要をご説明させて頂きたいと思います。 

療養費には、柔道整復とその他あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費がありまして

これら 2つを療養費と総称しています。 

  療養費は医療と違って原則現金払いとなっています。被保険者（患者）は、施術所等で 10

割支払い、被保険者が保険者へ請求し、保険者が審査決定した後、7 割を被保険者に償還す
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るのが原則です。しかし、柔道整復は受領委任制度が導入されていて、施術所が被保険者に

代わって請求できる仕組みができており、事実上被保険者は窓口で 3 割払う形になっていま

す。 

  療養費は医療と法律が異なっており、保険者が審査決定することになっていますので国保

連合会は審査の委託は受けておりますが、決定は保険者が行います。 

  東京都（本会）においては、広域連合を含む全 84 保険者から審査委託を受けております。

また、本会が保険者に代わって支払をする支払代行の委託は 84保険者中 37保険者、約 44％

程度となっています。なお、支払代行分については、毎月国保連合会が審査会で審査した結

果を当月中に保険者に提供し、保険者が支給決定の有無を連合会に回答して頂き、国保連合

会が保険者に代わって決定する流れとなっています。 

療養費は、保険者が決定する必要があるため、医療のような全国決済ができません。都内

の被保険者が都外の施術所にかかった場合、その県から東京に直接請求することになります

が、この不便解消のため、療養費には施術所に代わって請求する民間請求代行機関が存在し

ます。この民間請求代行機関及び公益社団法人等が、本会への請求の大多数を占めています。 

療養費のレセプトは、保険者単位に編綴されます。例えば、千代田区であれば保険者が千

代田区、施術所等が混在した単位で編綴されるため、医療のように縦覧、突合、傾向審査が

できない状況でした。そこで昨年 10月、施術所単位で編綴し、国保連合会に請求するよう厚

労省に強く要望し、改善することができました。今後、経営計画に記載のとおり審査会によ

る新たな審査充実強化環境が整ったところです。 

2 つめ、電子請求についてですが、昨年、厚労省医療保険部会の下部組織である柔道整復

専門委員会において、約 1年間検討しているところです。これによると、平成 30年度から電

子請求に向けた検討をする旨答申されています。電子化にあたり医療同様、モデル事業をす

ることになっています。医療で約 20年前から始まっている電子化の良い点、反省点を踏まえ

て厚労省、日本柔道整復師会、東京都柔道整復師会、国保中央会、本会で勉強会を始めてい

るところです。 

プロポーザルにつきましては、療養費の決定業務は保険者になりますので、業務委託範囲

は、請求が全て紙でくることから、紙請求のデータ作成、入力等補助的業務の一部を業務委

託しています。 

 

（河津副座長） 

丁寧なご説明をありがとうございます。元々の制度や、医療のように診断した結果で治療

を行う仕組みとは違うので、色々と難しいのではないかと思います。委託できるもの、電子

化できるものは電子化すると伺いましたので、今後、より適正に効率化が進むものと期待し

ております。 

  

 （塚田委員） 

計画№1-2-1「保険者が推進するデータヘルス計画に係る支援」についてです。御会で１億
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1,000 万件に上るレセプト処理を行っていると伺っております。患者さんの疾患、治療実績

等今後の医療の質を高めるための貴重なデータが蓄積されていると思います。この膨大なビ

ッグデータにはこの先、某疾患は他の地域より多い等、様々なことが「見える化」できるも

のがあると思います。こうしたデータを基に、地域で疾患を予防するための対策を重点的に

進めることにより、罹患率を減らし効果的で効率的な医療ができるものと思います。 

御会では保険者への効率的かつ効果的な提案を行い、また、国保データベース(KDB)システ

ムの活用の促進等着実に進めていると聞いております。 

今後の課題に「支援を要請する保険者が毎年固定化している傾向にある」とあります。支

援の充実強化に向けて、今後どこに力を尽くして支援していくのかお聞きしたいと思います。 

 

（保健事業担当部長） 

本会は、保健事業の支援を要請する保険者が固定化する中で、支援を要請していない保険

者に支援する必要があると考えています。 

多くの保険者においては、担当者の人員体制や専門職の配置など十分でなく、評価委員会

に必要書類を作成するだけでも相当な労力を必要とします。このため、保健事業の支援を要

請する保険者が固定化されていると思われます。 

今後、保険者の掘り起こしを進め、保険者支援を拡大するためには、本会の担当者職員の

体制が十分でありません。 

このため、初めに、本会の体制強化を図ったうえで、保険者支援を推進し、保険者の固定

化を改善してまいりたいと考えております。 

 

（塚田委員） 

民間の IT 医療ベンチャーの中には、今公表されている医療のビッグデータを、AI を使っ

て詳細に分析し、医療関係者や医療機関に提供するような会社が既に出てきています。 

例えば、某医院に対し、某傷病患者率が高い隣接の市や区に広告を出した方が良い等のコ

ンサルティングを行うビジネス展開が民間では始まっている状況だと思います。 

御会は保険者の負担金で運営されていますので、こうしたビッグデータの活用はまずは保

険者に対してデータヘルス計画に係る支援等が基本となると思いますが、国保の被保険者数

が減少傾向にある中で御会の歳入についても厳しい状況であるというお話がありました。 

例えば、今後、民間でもニーズの高いビッグデータを使った事業を展開することがあると

考えます。保険者からの理解を得ながら、この先保健事業の分野でどのような事業内容で収

入を確保するのか、お聞かせください。 

 

（専務理事） 

  ビッグデータの活用につきまして、まず KDB の活用についてですが、さきほどの説明にあ

りましたように、本会としては保健事業支援・評価委員会等を通じて保険者のお手伝いをし

ています。今、東京都の医療費適正化計画の中で東京都健康・医療情報分析検討委員会を設
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けており、私も委員をしておりますが、大学の先生や各保険者代表が出席しています。 

KDB を使い、それぞれの保険者の中でどこの地域にどういう特有の疾患があるのか、KDB

の良いところは、医療、介護、特定健診のデータがあるので、病気の人が介護度が高くなる

傾向がある等の分析ができます。 

その後、東京都健康・医療情報分析検討委員会で、例えば保険者ごとのレーダーチャート

にして、保険者ごとの医療費の状況や健康度を取りまとめ、今月中に中間報告が出る予定で

す。最終的には今年度中にデータの提供を考えています。 

他、ビッグデータとしてレセプトデータをどのように活用していくのかは、次世代医療基

盤法が本年 5月に施行され、民間の会社がカルテのデータ等を使えるようになっています。 

また、今、厚労省で「レセプト情報・特定健診等情報データベース」（NDB）と介護保険総

合データベース（介護 DB）を民間でも活用する法制化を考えています。その方向性が決まっ

てくれば、国保連合会が持っているデータをどのように活用するかが課題となってくると思

います。 

 

（塚田委員） 

 人生 100 年時代と言われ、長寿化が進んできております。医療の質を高めることと合わせ

て利用者が安定的に制度を利用できるための運用をしていただくことに、さまざまな検討を

重ねていただきたいと思います。 

 

（塚田委員） 

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、今年度から係長職昇任につ

いて人事制度が変わってこれまでの選考試験が廃止され、能力実証を踏まえた昇進審査会に

よる係長職選出が導入されているということです。これに伴って、今年度上期、さまざまな

規定の整備や評価者の研修の実施等を計画とおり行っていると報告がありました。この制度

変更は、職員の皆様及び職員の人材育成にとっても大きな影響があると思います。 

これまで、年々係長職試験の受験者が減っていたと聞いております。こうした中で今回、

能力実証による選考に変わったことで、これから係長に昇任する主任、新たに係長に選出さ

れた係長に対して組織としてのフォローアップをはじめ、これまでとは違う研修等の柔軟な

対応が必要になってくると思います。この機会に改めて主任や係長、管理職の役割を明確に

するとともに、今後の人材育成に向けた研修をどのような内容にしていくのか、また組織と

してどのようなフォローアップを行っていく考えなのでしょうか。 

 

（総務部長） 

係長職の選考方法が変わったことにより、係長、主任に対する新たな研修やフォローアッ

プが必要と考えています。 

国保連合会では長年、診療報酬の審査支払が基幹業務となっております。 

平成 28年、当時の塩崎厚生労働大臣が「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた
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有識者検討会」の中で、「業務集団」とお話しされています。本会職員は、業務を適正かつ効

率的に行う能力は総じて高いと自負しております。一方、組織課題を正確に捉え、解決への

対応力を持つことや説明責任を果たすことに対しては多少なりとも苦手にしている職員が多

くいるのが実態でございます。特に係長職以上は、対外的に説明責任を果たし、大小の課題

の対応を常に求められることから、現主任職が係長職へ昇任した際に、これらの苦手意識を

払拭できるよう、主任職に対し必要な研修を行っていきたいと考えています。 

今年度につきましては、業務改善、プレゼンテーション、会議を円滑に進行させるファシ

リテーション研修等を実施しました。そして職員自身がこの 3 つの研修の中で自分が何を伸

ばしたいかを選んで研修を受けていただきました。 

今後につきましては、交渉力やコーチング、お互いを尊重しながら意見を交わす、アサー

ティブコミュニケーション、こういったものの研修を検討しております。 

なお、フォローアップにつきましては、新任職員に対しては実施しておりますが、その他

の職員に対しては研修の満足度を図るアンケートのみ行っているのが現状です。今後は、研

修を行った際、受講者に対し「学習到達」「行動変容」「成果達成」等の到達度を測るフォロ

ーアップが有効と考えております。例えば、研修受講の数か月後に研修でのポイントをメー

ルで送る等、受講者の研修の成果を持続させることを考えています。 

 

（塚田委員） 

今後に向け、プレゼンテーション等を含め、説明責任能力や交渉力をつけていくことを進

めていると理解しました。 

私は、御会の人材育成にとって基本となる大事な点があると思っています。御会において

職員行動規範を掲げていますが、その 1 つに「私達職員は、常に保険者等のニーズに応えた

適正・迅速な事業運営に努めます。」とあります。保険者のニーズはもちろんですが、国民健

康保険料で支えている被保険者、つまり利用者の目線やニーズを的確に捉えながら業務運営

に発揮できるような力を伸ばしていっていただけたらと思います。 

今回、外国人人材の拡大等、社会的な変化が始まっています。多様なニーズや対応が必要

となってくると思いますので、そういった力を身につけられるような研修を行ってほしいと

思います。 

 

（植村座長） 

計画№1-1-2「審査事務共助の充実」について質問いたします。 

医科では 98％以上が電子による請求となっており、これにより国保連合会でも縦覧点検が

できるようになってきたと思います。御会が行う縦覧点検で、保険者が行う縦覧点検のどの

程度がカバーできているのでしょうか。また、全てをカバーすることは、限られた時間で体

力的に難しいと考えますが、このような状況の中で今後の見通しなどがあればお聞かせくだ

さい。 
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（審査第 1部長） 

  レセプトが電子化されたことにより、縦覧審査、横覧審査、突合審査を始めました。現在

行っているこの 3つの点検については条件があります。縦覧審査では同一患者の連月レセプ

トですが、事務的なものを実施しています。横覧審査や突合審査も、条件は違いますが、事

務的なものを実施しています。 

直近の件数は、10月の縦覧審査で 1,376件、横覧審査で 894件、突合審査は 1,346件です

が、全体で医科は約 450万件ありますので、割合は低くなっています。 

今後、医療的内容につきまして、現在国保中央会で行っているシステム改修が平成 31年 3

月終了予定なので、4月以降、点検が出来るように準備を進めていきます。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。さきほど事務局長から負担金の値上げもお願いしているという話

がありました。審査によって給付費が減るということもあるのですが、一方で、保険者の事

務負担を減らし、保険者の業務を御会で引き受けることの方が業務を効率的にできるという

のであれば、負担金の理解も得られると思います。 

限られた体力の中でやっていくのは難しいと思いますが、是非、そちらも充実していただ

ければと思います。 

 

（植村座長） 

計画№1-3-1「介護給付適正化の推進」について質問いたします。執行状況の欄の項目 1

に「保険者における介護給付適正化の実施状況等を把握し、保険者が課題としている取り組

みを支援することを目的として実施した。」と記載されています。 

介護保険の場合、医療保険と違い、原則は自己選択になっており、審査は制度上難しいが、

適切な使い方をしてほしいというのが保険者側の意向だと思います。 

今まで実際に保険者を訪問してきて、保険者が適正化の課題としているものがどのような

ものがあり、御会への要望としてどのようなことの支援を求められているのかについて聞か

せてください。 

また、その要望に対し、御会としてどのような取り組みを行っていくのかについてのお考

えがあれば教えてください。 

 

（介護福祉部長） 

保険者における適正化の課題は、1つ目に担当職員が人事異動で他部署に異動すること、2

つ目として初めて介護給付適正化等に関わる帳票やシステムに携わること、3つ目は担当業

務が多く、介護給付費のチェックを専門的に処理する人材の確保ができない等マンパワーが

足りない状況にあることと聞いております。そのため、保険者における適正化の取り組みに

差が出ております。 

項番 3で報告しましたが、保険者から他県事業所分の縦覧点検を本会で行ってほしいとい



 - 22 - 

う要望が多かったので、今後は縦覧点検と医療情報との突合を中心に保険者の事務負担軽減

を目的とし、本会が保険者に代わって過誤調整までできる項目を増やしていきたいと考えて

います。なお、項目追加にあたりまして、介護保険者と連携を密にして要望を正確に把握し、

実施していきたいと考えております。 

 

（植村座長） 

ありがとうございます。介護保険については、御会は「国保連合会」ですので、介護保険

の保険者の連合体というところまでの仕事は難しいと思います。おそらく今までは、審査の

面でみますと、医療保険との二重請求等の不正を審査してきたと思います。制度上、そこま

でしか審査できないと思います。 

保険者間の条件をある程度同じにした時、給付の傾向や、突出してあるサービスだけ使っ

ている人をピックアップする等、介護給付の使い方を御会が抽出し、保険者が対応していく

ことなどを考え、進めると介護給付の適正化に効果がでてくるので、ご検討いただければと

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 

（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。 

 

（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。 

ご指摘をいただいた内容を踏まえてしっかりやっていきたいと思います。前半の振り返り

ということで、先生方からは後半に期待する、しっかりやりなさいというような激励やご要

望をいただいたような気がいたします。私達は審査支払業務をメインに行っているのですが、

介護等いろいろなものを制度としてスタートさせ、区市町村等保険者で担いきれないものを、

私達の専門的な知識が背景になるのですが、業務を担っているという現実がございます。 



 - 23 - 

私達は今まで変化してきたと思いますが、業務集団から頭脳集団へというかけ声がござい

ますが、区市町村等と連携しながら、彼等をフォローあるいは私達から問題提起していかな

ければ医療や介護の問題は解決しないのではないかと思います。相手は保険者の皆様でござ

いますので、もう少し遠慮せずに言えばさらに良くなるのではないかと感じています。 

今日の先生方のご指導は本当に参考になりました。私達は、それを心に留め、後半、来年

度以降も業務を頑張っていこうと思います。 

本日は長時間にわたり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、職員一丸となって計画の推進に努めて参りますので、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。 

 

 

（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。 


