
平成２９年度山形県国民健康保険団体連合会事業計画 

 

１．基  本  方  針 

 

人口の減少や急速な高齢化の進展、医療の高度化等により、平成２７年度の概算医療費が４

１.５兆円に達し、年々医療費が増大していく中で、国民健康保険は、国民皆保険の基礎として、

地域住民の健康維持増進に大きく貢献してきました。 

しかしながら、加入者の年齢構成が高く、所得水準が低いことや医療費水準が高いなどの構

造的な問題によって、国保財政は依然として厳しい状況が続いております。 

このような中、国保財政の構造的な問題に対応するため、平成２７年５月に国保法改正案が

成立し、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的

な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、国保制度の安定化を目指すとされてお

ります。また、山形県内の統一的な運営方針としての「山形県国民健康保険運営方針」の策定

に当たり、現在、「山形県国民健康保険連絡調整会議」において、市町村等の関係者と意見調整

を図りながら、市町村等が担う事務の効率化、標準化、広域化の推進に向けた作業が進められ

ております。 

さらには、新たな国保制度のスムーズな施行に不可欠な「国保保険者標準事務処理システム

（国保事業費納付金等算定標準システム・国保情報集約システム・市町村事務処理標準システ

ム）」について、平成２９年度においても山形県や保険者と連携を密にしながら、円滑な稼働及

び運用に向け万全の対応を行います。 

加えて、医療費適正化対策として保険者が行う保健事業への支援強化を図るとともに、国保

総合システムを活用した保険者支援業務の充実強化を目指し、後期高齢者医療制度、介護保険

制度にかかる審査支払業務及び制度運営に関する各業務についても、平成２８年度に引き続き、

各市町村並びに後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら業務遂行に当たります。 

 

２．重  点  目  標 

 

１．制度改革に対する運動の展開と財政健全化の推進 

平成３０年度からの国保制度改革に向けて、十分な情報収集や関係団体との協議を進めるほ

か、国民健康保険運営の安定化をめざし、国保制度改善強化全国大会に参加するとともに、医

療保険制度の一本化の早期実現に向けた運動に取り組む。 

 

２．医療費適正化対策及び保険者機能の強化 

(1) 診療報酬等の審査業務については、ＩＴを効果的に活用した審査事務の効率化や審査事 

務共助を行う担当職員育成のため、実践的な研修とフォローアップの充実、審査委員と職員 

との相互伝達の強化を図る。さらに、現行査定率の維持・向上に向けた対策の強化や高点数 

レセプトを中心として、審査事務共助体制の拡充を図りながら、引き続き保険者の負託に応 



えられる審査体制を構築する。 

(2) 平成２６年度から開始された保健事業の「データヘルス計画」については、国の方針に 

沿って、平成２８年度までに県内すべての保険者で計画策定が達成された。平成３０年度か 

らは、第２期となる新たな「データヘルス計画」策定が予定されており、平成２９年度は、 

各保険者において、平成３０年度を見据え、ＰＤＣＡサイクルに基づく事業の振り返りや計 

画の見直し等が重要な業務となる。また、平成２８年度は専門家で構成される「保健事業支 

援評価委員会」に新たに作業部会を設置するなど、各保険者からの相談業務に対応してきた 

が、保健事業がさらに拡大していく状況を踏まえ、平成２９年度において、専門職の保健師 

１名を増員し、保険者への支援を強化していく。さらに、従来からの、山形県及び市町村医 

療費統計に関する情報提供や統計分析業務も継続していく。 

(3) 国は、都道府県の地域医療構想に基づいた病床機能再編を 2025 年までに具体化していく 

予定で、保険者協議会には、２次医療圏単位で開催される会議に、保険者の立場で委員とし 

て参加することを要請している。今後は、山形県の医療費適正化計画にも保険者協議会とし 

て意見を求められる予定で、事務局を担当している本会は重要な任務を遂行していくことか 

ら、国保保険者のみならず被用者保険の団体とも連携を図り、昨年度から依頼している公衆 

衛生の専門家とも連絡を密にし、各地区の基幹会議に意見をまとめながら参加していく。 

(4) 「山形県市町村国民健康保険広域化等支援方針」に基づき、保険者支援として実施して 

きた「特定健診、特定保健指導受診率等向上対策事業」については、継続して支援を実施し 

ていく。 

(5) 平成２９年度においてもジェネリック医薬品利用促進データ提供を行う。また、市町村 

からの委託により、ジェネリック医薬品差額通知書の作成業務を実施する。さらに、ジェネ 

リック効果測定支援システムにより、ジェネリック医薬品差額通知書送付後の効果測定デー 

タの提供を行う。 

 

３．業務処理ＩＴ化の推進 

(1) 平成２３年度から開始した現行の国保総合システムの安定運用を確保し、審査支払業務 

や各種共同処理サービスが充実した業務になるよう努め、併せて、平成２９年度において次 

期国保総合システムの機器更改及び画面審査システムや保険者レセプト管理システム等のシ 

ステム切替が行われるため、国保中央会との連携を図りながら、これら新システムへの確実 

な移行に向け万全を期す。 

(2) 国保制度改革による事務の円滑な実施のために開発される「国保保険者標準事務処理シス 

テム」、具体的には、納付金の額や標準保険料率の算出・決定を行う国保事業費納付金等算定 

標準システム、高額療養費の多数該当に係る回数の引継ぎ等を行う国保情報集約システム、保 

険料の賦課・徴収・収納、給付業務等を行う市町村事務処理標準システムについて、次期国保 

総合システムとの連携を確実に行うとともに、事務処理等の方法について、山形県や保険者と 

連携を密にしながら、円滑な導入及び運用に向け万全の対応を行う。 

 

 



４．広報事業の推進 

制度や健康意識の啓発に関する出版物の斡旋を行う。また、市町村における健康づくりに関

する事業支援のため、健康測定器具・視聴覚教育用機材の貸出し等を行う。 

 

５．保険者における円滑な事業運営への支援 

(1) 現在、保険者から業務委託を受けているレセプト二次点検については、今後、業務の拡 

大も想定されることから、外部システムの有効活用や内部研修を充実させ、点検業務につい 

て品質の維持向上を継続していく。 

  (2) 第三者行為に係る求償事務については、引き続き適正な共同処理に努めるとともに、市 

町村を対象とする財政診断事業における提供内容の充実、保険者との連絡調整に関する会議 

を随時開催するなど、国保事業の円滑な運営に努める。また、各保険者における保険料 (税) 

収納率向上を目指した「保険料 (税)徴収アドバイザー派遣事業」についても拡充し、引き続 

き実施する。 

 

６．地域包括ケアの推進 

国保診療施設の充実強化と健全運営を図るため、診療施設の要請により医師確保に向けた支

援を行うとともに、地域包括ケアの実践を目的に開催される全国及び山形県国保地域医療学会

等の研究活動に積極的に取り組むとともに、全国国保診療施設協議会の事業にも継続的に参加

していく。 

 

７．介護保険事業の推進 

(1) 介護保険事業については、介護報酬の審査支払に関する業務及び共同処理事業の円滑な 

推進に努める。また、介護保険者が実施している介護給付適正化を支援するため、縦覧点検 

及び医療情報との突合点検による支援や介護給付適正化システム操作研修を実施する。 

(2) 介護サービス苦情処理業務については、利用者からの苦情申し立てに対して、介護サー 

ビス苦情処理委員会で調査の必要性や改善すべき事項を検討するほか、相談窓口として関係 

機関と連携を図り適切に対応する。 

(3) 障害者総合支援に係る障害福祉サービス等の支払業務及び年金からの特別徴収に係る保 

険料（税）特別徴収経由機関業務については、適切な処理を行う。 

  (4) 平成２６年５月稼働した介護保険・障害者総合支援一拠点集約化システム及び平成２６ 

年１１月開始した介護保険インターネット請求については、関係機関と連携して安定した運 

用を目指す。 

 

８．個人情報保護及び情報資産の機密性、安全性及び可用性の維持 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー

法）に基づく関係事務の適正化を図るとともに、本会には、レセプト等の個人情報が多く存在

することや関係団体からの特定個人情報保護評価（ＰＩＡ）に対応すべく平成３０年４月１日

(遅くとも同年９月３０日)までにＩＳＭＳ認証取得に向けた作業を進める。 



また、平成２３年１２月１日に策定した情報セキュリティポリシーを引き続き遵守しながら、

情報セキュリティ対策会議を中心に、これらの個人情報の保護に万全を期すとともに情報資産

の機密性、安全性及び可用性を維持する。 

 

 

３．事  業  計  画 

 

１．診療報酬審査支払及び療養費の審査に関する事業 

(1)診療報酬審査委員会の運営 

イ 診療報酬審査委員会委員５７名により毎月５日間開催 

ロ 再審査部会委員３０名による再審査 

ハ 審査専門部会委員３０名による高点数レセプトの重点審査 

二 常務処理審査委員４名によるレセプトの疑義処理 

(2)療養費審査会の運営 

イ 療養費審査会委員３名により毎月１日間開催 

(3)柔道整復師施術療養費審査委員会の運営 

イ 柔道整復師施術療養費審査委員会委員６名により毎月１日間開催 

(4)国民健康保険診療報酬の審査支払 

イ 国民健康保険診療報酬   ロ 高額療養費 ハ 柔整療養費 

(5)後期高齢者医療診療報酬の審査支払 

イ 後期高齢者医療診療報酬  ロ 高額療養費  ハ 柔整療養費 

(6)国民健康保険及び後期高齢者医療以外の診療報酬の審査支払 

イ 公費負担医療 

(7)審査、支払業務の会議及び研修 

イ 診療報酬審査委員会関係 

① 全国審査委員会会長連絡会議 

② 全国常務処理審査委員連絡会議及び研修 

③ 社会保険指導者研修会(医科、歯科) 

④ 全国整形外科保険審査委員会議 

⑤ 審査支払業務ブロック別研修 

ロ 審査関係について保険者との業務連絡 

(8)超高額レセプトの審査 

超高額のレセプトは国保中央会との審査委託契約に基づき、国保中央会に設置している特 

別審査委員会にて行う。 

(9)国民健康保険レセプト点検保険者業務支援事業 

保険者におけるレセプト点検事務に係る支援と医療費適正化を目的に、「レセプト点検保険 

者業務支援事業」を実施。 

 



(10)後期高齢者医療におけるレセプト点検業務 

後期高齢者医療に係るレセプト点検業務を実施。 

 

２．広報に関する事業 

(1)優良図書等の斡旋 

イ 制度のＰＲ並びに健康意識の啓発に関する出版物等の斡旋を行い保険者の利便を図る。 

ロ 保健事業推進に関するもの 

ハ その他国保制度に関するもの 

(2)視聴覚及び健康教育機材の貸出し 

保険者へデジタルプロジェクター、ビデオ、ヘルスパネル、骨密度測定器、体組成計等の 

貸出しを行う。 

 (3)国保中央会データベース(インターネット)の利用促進と各種情報の提供 

 

３．保健事業に関する事業 

(1)特定健診・特定保健指導に係るデータ管理及び費用決済業務 

(2)保険者協議会における取り組み 

(3)レセプト情報等に基づく統計及び冊子の発刊 

(4)市町村保健事業に対する国保連合会等保健師による支援 

(5)｢新・国保３％推進運動｣に係る保健事業の推進 

(6)新たに本会に設置した「保健事業･支援評価委員会」による各保険者の保健事業支援 

(7)国保データベース（ＫＤＢ）システムによる各種データ提供やシステム操作の支援  

 

４．保険者事務共同電算処理に関する事業 

(1)関連会議 

イ 保険者事務研究会 

ロ 保険者事務担当者との連絡会議 

ハ 電算処理業務研究会(東北地方国保協議会) 

(2)業務処理ＩＴ化の推進 

国保総合システムの安定した運用と更なる業務の効率化を目指す。 

 

５．調査研究に関する事業 

新たな保険者事務の共同事業に関する企画、あるいは、本会事務及び事業の改善について

検討するため、必要に応じて研究組織を設置するなどして、調査研究を行う。 

 

６．保険者の円滑な事業運営に資する事業 

(1)第三者行為(交通事故)の求償事務 

第三者行為(交通事故)に係る自賠責保険、任意保険に対する求償事務の受託と賠償金の請 

求に関する事務並びに保険者に職員を派遣して相談業務を行う連絡調整会の実施。 



(2)保険料(税)の平準化に向けたシミュレーション業務の支援 

(3)国保レセプトデータ等に基づく各種情報の提供 

(4)保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業 

国保連合会保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業規則に基づき、国民健康保険

財政の安定を図る。 

(5)共同購入及び印刷 

国保関係図書斡旋及び各種証書類を一括印刷し保険者に配布する。 

(6)国保関係統計資料(確定版)の発行 

 

７．国保診療施設に関する事業 

(1)国保連合会診療施設医師部会の運営 

イ 総会・役員会      年１回役員会を、必要に応じ総会を開催する。 

ロ 医学大会          山形県国民健康保険地域医療学会を開催する。 

ハ 国保診療施設開設者協議会の開催 

(2)国保診療施設への協力 

イ 病理組織検査料の納付業務 

診療施設が山形大学医学部へ委託した病理組織検査料の納付業務を支援。 

ロ 国保診療施設関係者の合同研修(年１回) 

国保診療施設の総合的な研究課題を設定し、研修会を開催する。 

ハ 医師確保対策 

診療施設の要請により医師確保に向けた支援を行う。 

(3)全国国保診療施設協議会諸会議及び研修 

 

８．山形県市町村保健活動推進委員会事業の推進 

 

９．山形県在宅保健活動者連絡協議会事業の推進 

 

10．国保事業功労者表彰に関する事業 

国保連合会表彰規程に基づき国保事業の発展向上に尽力し、その功績顕著な者を表彰する。 

 

11．国保事業充実強化推進運動 

保険者の国保財政安定強化を図るため、自助努力の一環とした国保事業充実強化推進運動

に対して支援を行う。 

 

12．国保制度改善の推進に関する事業 

国民健康保険中央会の事業への参加 

(1) 国保制度改善強化全国大会 

(2) 陳情実行運動 



13．保険者との連絡調整に関する事業 

(1)国民健康保険業務推進協議会 

本会業務推進協議会規程に基づき、事業運営上の諸問題について協議し、理事長の諮問に 

応え業務の推進を図る。 

(2)その他の会議 

イ 業務連絡会議 

保険者と国保連合会の連絡調整を図るため、必要に応じて開催する。 

ロ 国保運営協議会連絡会への事務共助 

ハ その他の事務打合せ 

必要に応じて、県関係課、関係団体と随時打合せを行う。 

 

14．介護保険制度に関する事業 

(1)介護給付費の審査及び支払に関する事業 

イ 介護給付費審査委員会の開催 

ロ 介護給付費の審査及び支払に関する業務 

ハ 保険者事務共同処理に関する業務 

ニ 介護給付適正化対策事業に関する支援業務 

(2)介護サービス苦情処理に関する事業 

イ 介護サービス苦情処理委員会の開催 

ロ 介護サービスの苦情に関する調査業務 

ハ 介護サービスの苦情相談業務 

 (3)その他の会議 

イ 介護保険事業調整委員会・作業部会 

ロ 研修事業（実務担当者研修・介護給付適正化システム研修） 

 

15．障害者総合支援法に基づく給付支払等事務に関する事業 

 

16．保険料の特別徴収に係る経由機関業務 


