
Ⅰ　重　点　事　項

１　診療報酬審査支払業務の充実・強化

（１）平成２８年６月審査分より高点数の審査を行う審査専門部会のＤＰＣ審査対象点

数を２０万点以上から１５万点以上に拡大するとともに、審査委員による専門性

をより重視した形に変更し、審査の充実を図った。

（２）平成２８年１１月審査分から、審査事務共助支援システムを活用した医科・調剤

突合点検において、従来実施していた薬剤の適応に加え、投与量についての点検

を開始し、一次審査の強化に取り組んだ。

（３）審査担当職員を対象に、審査事務共助の充実・強化を図るために重点審査推進委

員会や適正化委員会等による研修会を行った。また、国保中央会のエキスパート

研修出席者を講師とする医学的な基礎知識の研修を行い、審査担当職員の資質の

向上に努めた。

（４）審査担当職員が、審査委員会での取り決め事項等の情報を共有するとともに、審

査委員の補助的業務の徹底を図り、審査委員がより医学的な審査に専念できる体

制を整えた。

２　介護保険、障害者総合支援に係る業務の円滑な運営

（１）県内全市町村の介護予防・日常生活支援総合事業への移行に向けて、各市町村ま

たは地域包括支援センターで使用する「介護予防ケアマネジメント費審査支払シ

ステム」の操作研修会を９保険者に対して行い、円滑な処理が図れるよう支援を

行った。

（２）ケアプラン点検および事業所の指導等を支援する「ケアプラン分析システム」を

新たに取り入れ、事業所ごと、介護支援専門員ごと等の抽出・分析結果の活用方

法やシステム操作説明を、平成２８年１０月から保険者支援のモデル事業として

３保険者を対象に実施した。

（３）市町村に貸与しているＰＣについて、バージョンアップ等の作業を各市町村に依

頼し実施している状況であったが、セキュリティ対策も含め、今後、貸与ＰＣへ

の設定作業等が増えることから、本会にてリモート制御を構築し、各市町村にお

ける作業軽減を図った結果、迅速で円滑な対応が可能となった。

３　保険者支援事業の充実・強化による医療費適正化の推進

（１）「データヘルス計画」未策定の市町村に対して、計画の参考例（ひな形・図表

データ）を提供し策定の支援を行った。また、保健福祉事務所も交えた研修会・

情報交換会を通じて、事業の振り返りや対策等についてアドバイスを行った。

（２）国保中央会が開発した「ＫＤＢシステム」や本会が独自開発した「保健事業支援

システム」を有効活用してもらうことを目的として、要望のあった３３保険者を
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訪問し操作方法や活用方法などの説明を行った。また、神奈川県後期高齢者医療

広域連合に対して、国保データベース（ＫＤＢ）システムの概要説明・端末操作

や今後の保健事業についての活用研修会を行った。

（３）保険者による第三者行為求償事案の早期発見をサポートするため、本会の独自シ

ステムにて、レセプトの傷病名から第三者行為（交通事故等）が疑われる被保険

者を抽出し「傷病原因調査一覧」を保険者へ提供した。また保険者の抱えている

問題点について、第三者行為求償事務研修会や保険者への巡回相談時に説明・助

言を行うとともに、平成２８年７月から国庫補助金を活用し第三者行為求償事務

専門員を一名増員して体制強化を図った。

（４）「ジェネリック医薬品差額通知書」について

ア　平成２８年度から「鎮痛・鎮痒(ちんよう)・収斂(しゅうれん)・消炎剤」を

　　対象薬効に加えて、さらなる効果の拡大に努めた。

イ　差額効果が最も期待できる「その他アレルギー用剤」を平成２９年度から対

　　象薬効に加えるべく、関係団体と調整を図り承諾を得た。

ウ　平成２８年度から、従来の通知書に「イラスト入りＱ＆Ａ」を新たに加える

　　など被保険者に分かり易いものに変更した。

（５）保険者からの要望に基づき開発した独自システムにより各種帳票を作成し保険者

へ提供した。

ア　「重複受診者一覧表」：同一疾病において複数の医療機関を受診している被

　　　　　　　　　　　　　保険者の一覧

イ　「多受診者一覧表」：頻回に医療機関を受診している被保険者の一覧

ウ　「重複投薬者一覧表」：同一薬効の医薬品を複数の医療機関から処方されて

　　　　　　　　　　　　　いる被保険者の一覧

（６）医療と介護の突合点検については、国保保険者に提供している帳票の活用方法な

どについて、レセプト点検担当者に対して説明会を行い周知した。

４　業務の効率化による経費節減の推進と適正で透明性のある会計事務の遂行

（１）平成２８年４月より医療費助成事業（被用者保険分）関係業務が社会保険診療報

酬支払基金へ移行したことを機に、会館内の一部改装工事を行い、賃借していた

民間ビルの事務スペースを引き払うことで、当該賃借料の削減に繋げた。

（２）経費節減の推進として、国保会館内の節電の取り組みを継続し、各部署のノー残

業デーの実施による一斉消灯の実施、エレベーターの使用制限、冷暖房の温度管

理、夏季の軽装（クールビズ）の実施等に取り組んだ。

（３）ホームページに中期経営計画並びに予算・決算、事業実施計画・事業実施報告等

を掲載し、透明な事業運営に取り組んだ。　

（４）「国民健康保険団体連合会が行う収益事業に係る法人税法上の取扱いについて

（平成２６年１０月３１日付厚生労働省通知）」に基づき会計処理を行っている

ところであるが、従前から複式簿記による会計報告を行っていたため、減価償却



引当資産を明確に出来たことに加えて、運営資金積立金を活用して手数料の引き

下げを行っていたこと等から、実費弁償方式判定で非課税となっている。平成

２８年度においても、手数料を徴収する５つの業務勘定特別会計の合計で剰余金

は、発生しない見込となっている。

（５）会計処理については、監事監査規則に基づく例月検査、定例検査及び決算審査を

実施し、適正で透明な会計事務の遂行に努めている。また、財務諸表（貸借対照

表・正味財産増減計算書・キャッシュフロー計算書等）を作成し、適正な財務状

況の指標として、理事会及び総会等の参考資料として提示した。

５　国保の都道府県単位化等を踏まえた次期システムの導入等準備業務の推進

（１）「次期国保総合システム」について

ア　国保の都道府県単位化等を踏まえつつ、現行システムからの円滑な切り替え

　　を図るべく、国保中央会及び厚労省等から情報の収集を積極的に行い、保険

　　者向け「次期国保総合システムに係る実務担当者説明会」（２８年９月）を

　　開催し、現行システムとの差異や稼働までのスケジュール及び機能概要等を

　　説明した。

イ　開発元の国保中央会からテストデータの提供依頼を受け、本県のデータを提

　　供することとした。これは、本県保険者並びに本会において、データ移行や

　　保険者サービス系機能等の検証に関して有益であると判断のもと、全保険者

　　の承諾を得たうえで提供した。

（２）「国保情報集約システム」について 

ア　国保の都道府県単位化に伴い新たに導入される「国保情報集約システム」に

　　ついて、国保中央会が定期的に開催する説明会を受け、市町村担当者向けの

　　説明会を随時開催し、必要な情報の提供並びに市町村における課題の把握・

　　整理等を行った。(２８年６月／２８年９月／２８年１０月)

イ　本会主催の「都市部会」(２８年８月／２９年２月)及び「町村部会」(２８

　　年８月／２９年２月)において、システム導入に向けたスケジュールや、契

　　約書の取り扱い、手数料設定の考え方などを説明した。

　   また、県主催の「医療保険制度改革検討部会」において、当該システムの機

    能概要などを周知した。

ウ　当該システムの稼働に向け、本会データセンターへの機器設置及び環境構築

　　が完了した。

６　情報セキュリティ対策の充実・強化

（１）情報セキュリティの国際標準規格であるISO/IEC27001の認証を平成２８年１０月

２３日付けで取得した。認証取得にあたり、平成２７年度に確立した情報セキュ

リティ管理体制の下、規格の要求事項に基づくセキュリティ課題を達成するため

次の取り組みを行った。



ア　国保会館のセキュリティ強化策として、レセプト等を保管するセキュリティ

　　区画の新設等の工事や、第三者の入出制限の強化、ロッカーの施錠管理など

　　セキュリティ環境を構築した。

イ　職員の教育・訓練として、本会が策定した情報セキュリティポリシー等の周

　　知徹底を目的とした、全職員に対する研修を実施した。

（２）全国標準システムについて、次の対策を講じ、セキュリティ体制の充実・強化を

図った。

ア　平成２９年度から運用開始する医療系基幹システムのセキュリティ対策に向

　　け、現行及び次期基幹系のサーバ構築を行った。

イ　介護系基幹システムに係るネットワーク機器によるファイヤーウォールの機

　　能強化やサーバ及びクライアントのデバイス制御、ログ収集などのセキュリ

　　ティ対策を実施した。

７　マイナンバー制度への適切な対応

（１）平成２９年度から医療保険者等の番号法に基づく情報連携等をはじめとする個人

番号を取り扱う事務が、本会に委託されることに伴い、本会特定個人情報等取扱

規則の改正を行った。なお、本規則の改正に伴い、特定個人情報等の漏えい、滅

失または毀損の防止その他の適切な管理のために、次の安全管理措置を行った。

ア　組織的な安全措置：特定個人情報等の取扱担当者を決め、組織管理体制を構

　　　　　　　　　　　築した。

イ　人的な安全措置：総務部、出納室の実務担当者を対象に研修会を実施した。

　　　　　　　　　　また、国保中央会が開催した「番号制度担当者説明会」に

　　　　　　　　　　各部署の担当者が出席した。

ウ　物理的な安全措置：特定個人情報等を取り扱う区域の配置換えや、機器の盗

　　　　　　　　　　　難防止対策としてワイヤーロック対応を行った。　

エ　技術的な安全措置：データへのアクセス制限や外部からの不正アクセス等の

　　　　　　　　　　　防止対策を徹底した。

（２）本会が運用する国保、介護、障害者における各システムにおいて、今後、順次

(国保３０年４月から・介護２９年７月から・障害２９年７月から)マイナンバー

を保有管理することに伴い、国保中央会が提示したシステム毎のマイナンバーの

使用目的や管理方法などについて、市町村へ資料提供するなどの周知を行った。

（３）番号法に基づく医療保険者等の情報連携に向けて、国保組合並びに広域連合に対

して次の支援を行った。

ア　平成２８年１０月から開始された国保組合並びに広域連合が任意で行う「初


　　期突合事務」のため、本会主催の「組合部会」（２８年９月）において、当

　　該事務の委託に係る契約締結までの流れなどについて説明するとともに、国

　　保組合の「委任状」の取りまとめを行った。



イ　平成２９年７月の中間サーバーの本稼働に伴う情報連携にあたり、「組合部

　　会」(２９年３月)で、委託が必要となる４つの事務(個人番号利用事務・コ

　　アシステムを利用した情報連携・取りまとめ機関内の情報連携・本人確認事

　　務)の契約締結の進め方などを説明した。



Ⅱ　事　業　内　容　

１　診療報酬等（国保、後期高齢者医療）審査支払業務の円滑な遂行

（１）審査支払事務

ア　国保総合システム（レセプト電算処理システム、国保請求支払システム）・後期高齢者

    医療請求支払システムの改善及び適確な運用 <随時実施>

イ　審査支払事務の効率化の推進 <随時実施>

ウ　審査事務共助支援システムの充実による審査共助の推進 <随時実施>

エ　診療報酬オンライン請求システムの円滑な運用 <随時実施>

オ　療養費の適正な審査と正確な支払業務の遂行 <随時実施>

カ　審査担当職員の資質向上に向けた事務共助研修等の充実 <随時実施>

キ　審査結果照会システムを活用した審査事務共助の充実 <随時実施>

ク　審査委員と審査担当職員の情報共有及び連携の強化 <随時実施>

（２）審査委員会等の開催

ア・診療報酬審査委員会 <12回実施>

  ・診療報酬再審査部会 <12回実施>

  ・診療報酬審査専門部会 <12回実施>

  ・診療報酬審査運営委員会 <１回実施>

イ　柔道整復施術療養費審査委員会 <12回実施>

ウ　療養費審査委員会 <12回実施>

エ　常務処理審査委員会 <11回実施>

（３）レセプト点検事務の支援 <随時実施>

（４）診療報酬支払資金の融資　 <未 実 施>

（５）各種打合せ会議等　

ア　柔道整復施術療養費審査委員連絡打合せ会議 <未 実 施>

イ　公費負担医療に関する事務打合せ会議 <随時実施>

ウ　医療関係団体との打合せ会議 <随時実施>

エ　県医師会・支払基金・国保連合会連絡会議 <２回実施>

オ　神奈川県診療報酬適正化連絡協議会 <２回実施>

カ　療養費事務担当者会議 <１回実施>



（６）診療報酬の審査支払状況

ア　国保・公費

イ　後期高齢者医療・公費

（７）レセプト電算処理の請求状況（平成２９年３月請求）

（８）オンライン請求状況（平成２９年３月請求）

医　科 3,907 2,184,500 105.03 68.14

歯　科 551 87,565 110.87 12.78

調　剤 3,602 2,119,005 101.78 99.09

合　計 8,060 4,391,070 103.92 58.91

92.36

電子化率(%)前年同月比(%)

101.08

101.58

93.68

87.27

点数表 機関数 件　数（件） 前年同月比(%) オンライン化率(%)

2,132,319

5,561,458

105.56

101.36

調　剤

合　計

3,635

13,682

機関数

5,734

4,313

公費負担医療
241,946

6.25％増 4～3月
1,400,845,086

7.87％増 4～3月
20,162 116,737,090

点数表

医　科

歯　科

件　数（件）

2,887,508

541,631

審査月
（下段：月平均） （下段：月平均）

診療報酬
33,098,384

5.40％増 3～2月
783,107,781,569

2.85％増 4～3月

区　分
審査件数（件）

対前年度 審査月
支払額（円）

対前年度

5.78％増高額療養費
606,426

5.47％増 3～2月
28,389,611,165

区　分

診療報酬

高額療養費

公費負担医療

対前年度

2.18％減

1.88％減

54.13％減

638,477

53,206

8,770,543

730,878

審査月

4～3月

4～3月

4～3月

審査件数（件）

（下段：月平均）

支払額（円）

（下段：月平均）

38,764,978

3,230,414

審査月

3～2月

3～2月

4～3月

4～3月
50,535 2,365,800,930

対前年度

3.97％減

0.94％減

43.02％減

579,938,743,213

48,328,228,601

65,235,915,637

5,436,326,303

34,590,109,005

2,882,509,083

2,758,198 65,258,981,797

96.93



２　共同処理事業の効率的・効果的な推進

（１）国保総合システム（国保共同電算処理システム、保険者レセプト管理システム（国保・

　　後期））のマイナンバー制度等への適切なシステム対応及び円滑な運用 <随時実施>

（２）保険財政共同安定化事業等の円滑な運営及び拡充に向けた対応 <毎月実施>

（３）特定健診・特定保健指導の費用決済支払業務の円滑な運営 <毎月実施>

（４）出産育児一時金の直接支払業務の円滑な運営 <毎月実施>

・出産育児一時金支払状況（平成２８年４月～２９年３月支払）

（５）後期高齢者医療広域連合電算処理システムのマイナンバー制度等への適切なシステム対

      応及び円滑な運用 <随時実施>

（６）各種委員会の開催  

ア　保険者事務電算共同処理委員会 <２回実施>

28年 6月22日 国保会館 ・正副委員長の互選について

・国保総合システム国保共同電算について

　① 高額お知らせハガキ・高額療養費支給申請書等帳票

　　 印刷に関する費用請求について

  ② 現行国保総合外付けシステム（保険者系業務）の仕

     様凍結について

  ③ 現行国保総合システムから次期国保総合システムへ

     移行する帳票の整理について

・保険者事務電算共同処理委員会ＫＤＢ部会の報告につ

　いて

・次期国保総合システムにおける保険者サービス系各業

  務の概要について

2.39％減

3.66％減

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

社　保

合　計

請求件数（件）

（下段：月平均）

9,923

35,793

8.04％減

対前年度

8.27％減

2.47％減

3.79％減

支払額（円）

（下段：月平均）

4,101,371,373

341,780,947

14,986,215,572

1,248,851,297

19,087,586,945

1,590,632,245

保　険

国　保

2,982

45,716

3,809

対前年度

826



29年 3月1日 国保会館 ・国保総合システム国保共同電算について

    平成２９年度国保総合システム主要イベントスケ

    ジュール(案)について

・保険者事務電算共同処理委員会ＫＤＢ部会の報告に

　ついて

イ　保険財政共同安定化事業等運営委員会 ※書面報告１回含む <２回実施>

28年11月14日 国保会館 ・平成２８年度保険財政共同安定化事業等第９期までの

　交付状況について

・平成２９年度保険財政共同安定化事業等拠出金(案)

　について

（７）第三者行為求償事業 <毎月実施>

（８）医療費分析資料の作成（医療費の動向・診療報酬確定額・諸率等） <随時実施>

（９）ジェネリック医薬品に関するお知らせ（はがき） <随時実施>

（10）保険者事務処理支援業務　　 <随時実施>

３　介護保険事業の円滑な運営

（１）介護給付費等審査支払業務 <毎月実施>

（２）介護給付費等審査委員会の開催 <12回実施>

（３）会議の開催　　

ア　介護保険事務処理委員会 <２回実施>

28年 6月24日 国保会館 ・正副委員長の互選について

・平成２８年度検討議題について

・介護保険部会における保険者事例発表について

・平成２８年５月２４日　国保中央会開催の｢介護保険・

　障害者総合支援担当課長会議｣に基づく、今後の連合

　会対応について

傷病原因調査 受託件数 収納件数

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

収納金額

1,881件 1,891件 1,729件 1,222,485,220円

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等



28年 8月23日 国保会館 ・前回協議事項の意見集約について

・平成２８年度保険者要望（継続協議及び検討報告）

・平成２８年度保険者追加要望

・介護保険部会における保険者事例発表

イ　各種打合せ会議 <随時実施>

（４）介護サービスの苦情処理等

ア　介護サービス苦情処理委員会の開催 <51回実施>

イ　介護サービスの苦情相談等  <448件実施>

（５）保険者事務共同処理事業 <毎月実施>

（６）保険者支援業務 <随時実施>

（７）保険料等の特別徴収に係る経由業務（国保・介護保険・後期高齢者医療）<毎月実施>

（８）介護サービス費等の審査支払状況

４　障害者総合支援給付費等支払事業の円滑な運営     

（１）障害者総合支援法による障害介護給付費等の支払業務 <毎月実施>

（２）児童福祉法による障害児給付費等の支払業務 <毎月実施>

（３）県及び市町村単独事業分の支払業務 <毎月実施>

（４）地域生活支援事業分の支払業務   <毎月実施>

（５）市町村会議及び各種打合せ会議

ア　システム運用部会及び総合支援運用スケジュール会議 <12回実施>

イ　システムの機能改善及び最適化協議 <12回実施>

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

区　分
審査件数（件）

対前年度 審査月
支払額（円）

対前年度 審査月
（下段：月平均） （下段：月平均）

公費負担医療
747,176

9.90％増 4～3月
7,098,688,454

2.93％増 4～3月
62,264 591,557,371

介護サービス費

10,605,251
3.71％増 4～3月

570,888,528,233
2.32％増 4～3月

883,770 47,574,044,019

53,677
5.35％減 4～3月

239,609,205
5.00％減 5～4月

4,473 19,967,433

共同処理事業




（主治医・認定）




（６）障害者総合支援給付費等支払状況

５　保険者が行う保健事業に対する支援 

（１）保健事業推進協議会の開催　 <２回実施>

28年 7月27日 国保会館 ・平成２８・２９年度会長・副会長の選出について

・国保保健事業の平成２７年度実施報告及び平成２８年度

  実施計画について

・生活習慣病重症化予防の取り組みについて

・平成２９年度健康パンフレットのテーマ募集結果につ

　いて

29年 1月18日 国保会館 ・特定健診・特定保健指導の実施状況について

・平成２９年度保健事業について

　①内容変更の事業について

    （データ分析支援事業、健康測定機器等の貸出）

　②平成２９年度各種保健事業のアンケート調査結果

・平成３０年度以降の保健事業の充実を図るための取り組

  みについて

・平成２９年度健康パンフレットについて

（２）在宅保健師「いちょうの会」による保険者支援事業 <随時実施>

ア　健康まつり事業等  横浜市【神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・

　　支援事業 磯子区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・青葉区】

川崎市【川崎本庁・川崎区・中原区・多摩区】

相模原市【緑区・中央区・南区】

鎌倉市・小田原市・茅ヶ崎市・三浦市・秦野市・伊勢

原市・座間市・海老名市・南足柄市・綾瀬市・葉山町

・寒川町・松田町・山北町・開成町・箱根町・愛川町

・清川村・建設業国保　　　　　　　（２２保険者）

  ・健康劇 海老名市、二宮町　　　　　　　　　　（２保険者）

１２２名

 １９名

事 業 名 人　数 保 険 者 名

支払月

5～4月8.88％増 9.40％増
146,168,774,707

12,180,731,225

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

区　分

給付費等

支払件数（件）

（下段：月平均）
対前年度

支払額（円）
対前年度

1,439,043

119,920

（下段：月平均）



イ　特定健診未受診者 横浜市【南区・瀬谷区】、横須賀市、鎌倉市、茅ヶ崎

　　受診勧奨モデル 市、南足柄市、綾瀬市、開成町、湯河原町

　　事業 　　　　　　　　　  　　　　　　　　（８保険者）

ウ　生活習慣病重症化 平塚市、藤沢市、小田原市、三浦市、秦野市、海老名

　　予防支援事業 市、座間市、寒川町、大磯町、二宮町、大井町、松田

町、愛川町　　　　　　　　　　　　（１３保険者）

（３）データ分析支援事業（地域診断や健康づくり・保健活動、医療費分析等）<未 実 施>

（４）保険者健康づくり支援事業 <８回実施>

足型判定 湯河原町、南足柄市（２保険者）

骨密度測定 箱根町（１保険者）

血管年齢測定 大磯町（１保険者）

肺年齢測定 藤沢市、寒川町（２保険者）

講師派遣 三浦市、綾瀬市（２保険者）

（５）特定健診等データ管理システムの円滑な運用 <毎月実施>

（６）健康測定機器等の貸出  <貸出回数215回　27保険者実施>

骨密度測定器 横浜市【神奈川区(１)・中区(２)・戸塚区（２）・

緑区(２)・青葉区(１)・都筑区(４)】・川崎市

【川崎本庁（１）】・横須賀市(２)・平塚市(１)・

鎌倉市(１５)・小田原市(２)・茅ヶ崎市(３)・相模

原市（４）・三浦市（２）・秦野市(４)・厚木市

（２）・座間市（１）・南足柄市（１）・綾瀬市

（３）・寒川町(３)・大磯町（６）・二宮町(５)・

大井町（１）・山北町(３)・開成町（６）・箱根町

（１）・愛川町（１）・建設連合(１)　　 (８０回)

体組成計 大磯町（８）・山北町（５）・建設業（４）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７回）

 １２名

 １６名

事 業 名 人　数

項　　　目 保　険　者　名

機　器　名 保険者数 保 険 者 名

保 険 者 名

２３

３



加速度脈波測定器 川崎市【川崎本庁(４)・川崎区（２）・中原区（１）

・高津区（１）】鎌倉市(９)・小田原市(３)・茅ヶ

崎市（５）・逗子市(３)・三浦市（２）・秦野市

（２）・厚木市（３）・綾瀬市（１）・葉山町（１）

・大磯町（２）・二宮町(７)・山北町（１）・箱根

町（１）・建設業（５）・建設連合（１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４回）

一酸化炭素濃度測定器 川崎市【川崎区（１）】・横須賀市（１）・小田原

市(５)・逗子市（１）・秦野市（２）・箱根町（１）

・愛川町(１)　　　　　　　　　　　　　（１２回）

血圧測定器 厚木市（１）　　　　　　　　　　　　　　（１回）

脳年齢計 横浜市【戸塚区（３）・港南区(２)・青葉区（１）】

・川崎市【川崎本庁（２）】・小田原市（１）・秦

野市（１）・厚木市（３）・海老名市（２）・座間

市(２)・南足柄市（１）・葉山町（１）・二宮町

（２）・山北町（４）・箱根町（１）・愛川町(２)

・建設業（３）　  　　　　　　　　　 (３１回)

足指力測定 川崎市【川崎本庁（１）・高津区(１)】・横須賀市

（２）・小田原市(３)・逗子市(４)・座間市（２）

・寒川町（１）・山北町（１）・箱根町（１）

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（１６回）

パネル・タペストリー 横浜市【南区（１）】・平塚市（１）・二宮町

（１）・箱根町（１）　　　 　 　 　　　（４回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※保険者名の（　）内は貸出回数

（７）生活習慣疾病統計資料の作成・配布 <２回実施>

（８）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業(保健事業支援･評価委員会の運営) <５回実施>

28年 7月 6日 国保会館 ・平成２７年度事業実施報告について

・計画策定済み保険者への支援方法について

・平成２８年度計画策定保険者への支援方法について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

機　器　名 保険者数 保 険 者 名

１６

７

１４

８

４

１



28年11月15日 国保会館 ・平成２８年県内全市町村の計画策定状況について

・計画策定支援保険者に対する支援の実施

・個別保健事業の評価対象保険者に対する支援の実施

29年 1月30日 国保会館 ・今後の保険者支援の方向性について

・計画策定支援保険者に対する支援の実施

29年 3月15日 国保会館 ・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業の実施状況等

  について

・個別保健事業の評価（川崎市、藤沢市、鎌倉市、歯科

  医師国保組合）

29年 3月22日 国保会館 ・個別保健事業の評価（横須賀市、小田原市、茅ヶ崎市

  厚木市、綾瀬市）

（９）国保データベース（ＫＤＢ）システムの円滑な運用 <随時実施>

 ・国保データベース（ＫＤＢ）システム部会　 <２回実施>

28年 6月20日 国保会館 ・ＫＤＢシステム部会長及び副部会長の選出について

・ＫＤＢシステム後期高齢者データの取扱いについて

・ＫＤＢシステムの改修内容及び機器更改について

・ＫＤＢシステムの今後の対応について

28年12月26日 国保会館 ・ＫＤＢシステム途中参加保険者対応（２回目）について

・ＫＤＢシステム機器更改及びその他のシステム改修につ

　いて

・ＫＤＢシステム後期高齢者データの取扱いについて

（１０）「保険者等を支援する各種保健事業」の担当者会議 <１回実施>

28年12月13日 国保会館 ・平成２８年度保健事業について

    平成２８年度保健事業の実施状況

    国保・後期ヘルスサポート事業の実施状況

・平成２９年度保健事業について

    保健事業支援における留意点について

    健康ＰＲパンフレットについて

    健康劇について

    アンケート調査について

・平成３０年度以降の保健事業運営方針（案）について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等



６　国保・介護を支える各種事業

（１）国保振興・調査研究

ア　国保制度改善に関する運動及び陳情 <１回実施>

28年11月17日 衆・参議院  ２２名 ・国保制度改善強化全国大会終了後の陳情運動

会館

イ　国保診療施設運営連絡協議会の開催 <１回実施>

（２）広報事業等

ア　広報委員会の開催 <３回実施>

28年 4月25日 国保会館 ・平成２８・２９年度正副委員長の選出について

・平成２８年度広報事業実施計画（案）について

・「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集について

28年 7月 1日 国保会館 ・「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集について

・各広報事業について

29年 1月13日 国保会館 ・平成２８年度広報事業実施報告について

・平成２９年度標語の選定について

・平成２９年度広報事業実施計画（素案）について

・広報事業に関するアンケート調査の実施について

・平成２９年度「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集

　方針について

・「神奈川のこくほ・かいご」の企画編集について

イ　機関誌「神奈川のこくほ・かいご」の発刊　1回950部 〈４回実施〉

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

29年 1月20日 国保会館 ・各診療施設における運営状況と課題について

発刊日 号　数 内　容　等

28年 6月30日 ３８２ ・かながわＴＯＰ紹介
　「中長期的な展望に基づく安定した事業運営を目指して」
　神奈川県薬剤師国民健康保険組合　理事長　山本　哲朗 氏　他

28年 9月30日 ３８３
・かながわＴＯＰ紹介
　「みんなでつくろう元気なあつぎ」
　厚木市長　　　　　小林　常良　氏　他

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等



ウ　国保情報紙の配布

  ・「国保新聞」（毎月1日.10日.20日発刊）１回321部 〈34回実施〉

  ・週刊「国保情報」（月曜日発刊） 〈46回実施〉

エ　国保・介護事業ＰＲ及び印刷物の作成・配布

  ・マスメディアを活用したＣＭ 〈10回実施〉

媒体種類 内　容　等

ラジオ ・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×１９回放送）     ～21日 ニッポン放送

28年11月14日 ラジオ ・「国民健康保険料(税)の収納率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×１６回放送）     ～21日 ニッポン放送

28年 6月13日

28年 6月14日
新聞 ・「特定健診の受診率向上」に関するもの

                                  （半３段サイズ）読売新聞

28年11月18日
新聞 ・「国民健康保険料(税)の収納率向上」に関するもの

                                  （半３段サイズ）読売新聞

28年 6月15日
新聞 ・「特定健診の受診率向上」に関するもの

                                  （半３段サイズ）朝日新聞

       20日 ＦＭヨコハマ

28年 6月13日 ラジオ ・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×１７回放送）     ～21日 ＦＭヨコハマ

・「新年のごあいさつ」
　神奈川県国民健康保険団体連合会　理事長　内野　優　他

29年 3月31日 ３８５

28年11月18日
新聞 ・「国民健康保険料(税)の収納率向上」に関するもの

                                  （半３段サイズ）朝日新聞

発刊日 号　数 内　容　等

29年 1月 1日 ３８４

・かながわＴＯＰ紹介
　「組合今昔」
　神奈川県食品衛生国民健康保険組合 理事長 斎藤　達也 氏　他

実施日

28年11月14日 ラジオ ・「国民健康保険料(税)の収納率向上」に関するもの
  フリースポットＣＭ（２０秒×１５回放送）     ～21日 ＦＭヨコハマ

28年 6月13日 ラジオ ・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  パブリシティ生ＣＭ（６０秒×２回放送）     　17日 ニッポン放送

28年 6月14日 ラジオ ・「特定健診の受診率向上」に関するもの
  パーソナリティ生ＣＭ（６０秒×２回放送）



  ・ポケットティッシュ（453,000個） 〈１回実施〉

  ・健康づくり等支援パンフレット（41,100部） 〈１回実施〉

  ・収納率向上ＰＲポスター（650枚） 〈１回実施〉

  ・収納率向上ＰＲ駅貼り広告（450枚） 〈１回実施〉

  ・郵便局広告（窓口現金封筒広告）(100,000枚) 〈１回実施〉

  ・被保険者証適正使用ＰＲポスター（13,480枚） 〈１回実施〉

  ・介護ＰＲリーフレット（15,000枚） 〈１回実施〉

  ・特定健診受診率向上ＰＲポスター（1,820枚） 〈１回実施〉

オ　参考図書のあっ旋等 〈随時実施〉

（３）国民健康保険料（税）算定支援事業

  ・保険料（税）適正算定マニュアル説明会 〈１回実施〉

（４）国民健康保険料（税）収納率向上支援事業

ア　徴収アドバイザーによる助言・指導 〈１回実施〉

イ　滞納事案等に関する一般研修 〈１回実施〉

（５）常勤医師等による保険者２次点検に係る巡回相談業務 〈２回実施〉

（６）第三者行為求償事務に係る保険者巡回相談業務  〈６回実施〉

・各市町村担当者への研修を兼ねて訪問

・求償事務の流れについて

・書類取り付けの注意点について

・労災該当事案について

・和解（示談）、時効、免除の具体的な事例について

開催年月日 開催場所 参加者数

葉山町役場29年 1月12日

内　容　等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年11月 2日 国保会館 １４名
・システムの概要
・システムの操作方法

28年10月 4日 横浜市

内　容　等

５名
・アドバイザーによる徴収困難な個別事案
　に関する助言・指導（相談事例７件）

開催年月日 開催場所 参加者数

28年11月24日 葉山町役場 ５名
・アドバイザーによる滞納事案等に関する
　一般研修

開催年月日 巡回保険者 内　容　等

28年 8月26日 横浜市 ・再審査結果に基づく保険者からの質問に対する相談
　及び報告29年 1月26日 川崎市

開催年月日 巡回保険者 内　容　等



・求償書類について

・和解（示談）時効、免除等の考え方について

・示談後の介護保険求償の考え方について

・求償事務の流れについて

・加害者直接請求の対応について

・高額療養費の考え方について

・傷病原因調査票について

・求償事務の流れについて

・書類取り付けの注意点について

・加害者直接請求の対応について

・和解（示談）時効、免除等の考え方について

・自転車事故など個別事案の相談

・加害者直接請求の対応について

・傷病原因調査票について

・自動車事故以外などの個別事案の相談

・地方単独事業公費の求償について

・加害者直接請求について

・給付制限について

（７）介護適正化業務に係る保険者巡回相談業務 〈３回実施〉

（８）保険者ニーズの把握と新規受託業務の推進  〈随時実施〉

（９）研修業務

ア　職員の研修

  ・個人情報保護に関する研修 〈１回実施〉

28年10月25日 川崎市

28年10月27日 神奈川県建設
連合国保組合

内　容　等

開催年月日 巡回保険者 内　容　等

28年10月17日 大磯町 ５名

・介護給付適正化事業について28年10月20日 茅ヶ崎市 ５名

28年10月26日 綾瀬市 ６名

28年10月28日 茅ヶ崎市

28年11月 7日
神奈川県後
期高齢者医
療広域連合

28年11月15日 相模原市

開催年月日 巡回保険者 参加者数

開催年月日 開催場所 内　容　等

28年10月31日 国保会館
・個人情報保護・情報セキュリティ研修
　　（初級職員、及びパート職員）
　　情報セキュリティ対策、個人情報漏えい対策等



  ・情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の教育・訓練に関する研修 〈４回実施〉

国保会館 ・ＩＳＭＳ内部監査研修（部長・課(室)長・係長）

  ・職員の資質向上に向けた研修 〈３回実施〉

イ　診療報酬審査委員会の研修 〈１回実施〉

国保会館

国保会館

・整理力向上研修（全職員）
　　組織の業務効率化につなげるスキルの習得

国保会館

29年 2月 7日 ・ＩＳＭＳ内部監査員養成研修
（部長・課(室)長・係長）29年 2月 8日

開催年月日 開催場所 内　容　等

28年 4月 1日 国保会館
・初任者(接遇)研修
　　国保連合会の概要・ビジネスマナー・電話応対・
　　接遇応対等

      ～ 5日

28年10月31日 国保会館
・メンタルヘルス研修（初級職員）
　　ストレスチェック制度の案内を含めたコミュニケー
　　ション研修

29年 2月22日

29年 2月27日

開催年月日 開催場所 内　容　等

28年 9月 6日

28年 9月 7日

28年 9月14日

28年 9月15日

28年12月22日

29年 1月 5日

28年 6月16日

・情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）取得
　に向けた研修（全職員及びパート職員）

国保会館

・情報セキュリティ全職員等研修
（全職員及びパート職員）29年 3月 3日

29年 3月 8日

29年 2月28日

29年 3月 1日

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

29年 3月25日 国保会館 ６０名
・高コレステロール血症治療剤
　「プラルエント皮下注」について
　講師：サノフィ（株）今野  裕幸 氏



ウ　保険者事務職員の研修

  ・保険者レセプト点検担当者研修会 〈１回実施〉

  ・診療報酬改定説明会（医科・歯科） 〈１回実施〉

・診療報酬改定に関する説明会

  ・第三者行為求償事務研修会 〈３回実施〉

  ・収納率向上研修会 〈１回実施〉

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年11月 4日 西公会堂 ８９名
・会計実地検査の指摘事項について
・再審査で原審となる事例の解説及び医調
　突合の実施状況について
・医療と介護の給付調整について
 　「医療給付情報突合リスト」の活用
・｢外来で取扱う主な婦人科疾患｣について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月16日 国保会館 １６名 【対象：後期高齢者医療求償事務担当者】
・各種書類、求償事務受付時の注意点
・各種賠償責任保険について
・人身傷害保険の留意点について
・例題に基づいた状況報告書の要点説明

28年 6月23日 国保会館 ３５名
【対象：介護保険求償事務担当者】
・各種書類、求償事務受付時の注意点
・求償事務の流れについて
・示談時に必要な介護費用額の説明

 　横浜市開港
 　記念会館

28年 5月 9日 ８２名

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月 2日 国保会館 ４４名
【対象：国保求償事務担当者】
講演：「第三者加害行為に関する
　　　　　　　　損害賠償請求について」
講師：厚労省第三者求償アドバイザー
　　　　　　　　  　　　　高橋　稔　氏
・各種書類、求償事務受付時の注意点
・各種賠償責任保険について
・人身傷害保険の留意点について
・例題に基づいた状況報告書の要点説明

28年 9月21日 神奈川自治会館 ３１名 ・神奈川県下の状況説明
・講演「徴収業務の実務研修」
・グループワーク
　講師：全国地方税徴収実務機構
　　　　　　　　　　　　篠塚　三郎　氏



  ・特定健診等データ管理システムの操作等研修会 〈19回実施〉

  ・国保データベース（ＫＤＢ）システム端末操作説明 〈33回実施〉

  ・国保データベース（ＫＤＢ）システムの説明会・ 活用研修会 〈１回実施〉

  ・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業に関する説明会 〈２回実施〉

  ・データヘルス研修会及び意見交換会（ヒアリング含む） 〈18回実施〉

神奈川県後
期高齢者医
療広域連合

  ～8月31日 又は国保会館 (１０１名)

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月19日 保険者庁舎 １９保険者 ・特定健診等データ管理システムの概要、
　基本的な操作、質疑応答等  ～8月19日 又は国保会館 （５５名）

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月15日 保険者庁舎 ３３保険者
・国保データベース（ＫＤＢ）システム及
　び保健事業支援システムの概要、基本的
　な操作、質疑応答等

28年 5月26日 神奈川県総
合医療会館

５７名
・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業に
　おける支援内容等について
・データヘルス計画を核にした保健事業の
　展開に向けて
・国特別調整交付金（保健事業分）を活用
　した事業の実施例について

28年11月15日 国保会館 １３名 ・平成２７年度までにヘルスアップ事業申
　請保険者の個別保健事業の評価の実施方
　法の説明
・「個別保健事業評価のための進捗管理
　シート」の記載方法の説明

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

29年 2月17日 １５名 ・国保データベース（ＫＤＢ）システムの
　概要について
・後期高齢者医療広域連合における今後の
　保健事業について
・国保データベース（ＫＤＢ）システム端
　末操作について
　※プロジェクターを使用した研修を実施

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 7月26日 鎌倉保健福祉
事務所

１２名
・神奈川県におけるデータヘルス計画策定
　状況等について
・ワークシートを活用した保健事業振り返
　り、医療・検診データの読み取り



28年 9月 7日 小田原保健福
祉事務所

１６名
・国特別調整交付金（保健事業分）を活用
　した事業の実施例について
・ワークシートを活用した保健事業の振り
　返り、医療・健診データの見方について

28年 9月13日 海老名市保健
相談センター

１７名
・国特別調整交付金（保健事業分）を活用
　した事業の実施例について
・ワークシートを活用した保健事業の振り
　返り、医療・健診データの見方について

28年 9月15日 平塚保健福祉
事務所

２２名
・国特別調整交付金（保健事業分）を活用
　した事業の実施例について
・ワークシートを活用した保健事業の振り
　返り、医療・健診データの見方について

28年 8月17日 小田原保健福
祉事務所

５名
（保健福祉事務所等との事前打合せ）
・データヘルス計画策定状況等について
・保健福祉事務所ブロックでの市町村職員
　研修等について

28年 8月26日 ６名
（保健福祉事務所等との事前打合せ）
・データヘルス計画策定状況等について
・保健福祉事務所ブロックでの市町村職員
　研修等について

厚木保健福祉
事務所大和セ
ンター

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年10月17日 座間市役所 ９名 ・データヘルス計画ヒアリング
・国保部門と衛生部門との連携、現在の進
　捗状況について確認

28年 9月16日 横浜市役所 ６名 ・データヘルス計画ヒアリング
・データヘルス計画策定までのスケジュー
　ル確認

28年 9月20日 小田原保健福
祉事務所足柄
上センター

２０名
・国特別調整交付金（保健事業分）を活用
　した事業の実施例について
・ワークシートを活用した保健事業の振り
　返り、医療・健診データの見方について

28年10月12日 相模原市役所 ３名 ・データヘルス計画ヒアリング
・計画策定に向けた庁内の状況と課題、進
　捗状況について確認



28年10月24日 小田原保健福
祉事務所

１１名
・参加保険者がデータの読み取りから課題
　とその対策をまとめたワークシートを活
　用し、読み取りから課題への関連づけ、
　対策等についてアドバイスの実施

28年10月25日 大磯町役場 ３名
・データヘルス計画ヒアリング
・計画の進捗及び今後のスケジュール確認
　とデータ作成支援等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年11月 7日 小田原保健福
祉事務所足柄
上センター

１８名
・参加保険者がデータの読み取りから課題
　とその対策をまとめたワークシートを活
　用し、読み取りから課題への関連づけ、
　対策等についてアドバイスの実施

（午後）

28年11月10日 鎌倉保健福祉
事務所

１２名
・参加保険者がデータの読み取りから課題
　とその対策をまとめたワークシートを活
　用し、読み取りから課題への関連づけ、
　対策等についてアドバイスの実施

28年10月31日 海老名市保健
相談センター

２１名
・参加保険者がデータの読み取りから課題
　とその対策をまとめたワークシートを活
　用し、読み取りから課題への関連づけ、
　対策等についてアドバイスの実施

28年11月 7日 平塚保健福祉
事務所

２３名
・参加保険者がデータの読み取りから課題
　とその対策をまとめたワークシートを活
　用し、読み取りから課題への関連づけ、
　対策等についてアドバイスの実施

（午前）

28年12月15日 神奈川自治会館 ６６名
講演：「データヘルス計画における保健事
　　　業の評価指標の設定と実際の評価」
講師：国際医療福祉大学
    小田原保健医療学部
　  副学部長・教授 　荒木田　美香子 氏
・事業の目的と整合性のとれた評価指標の
　設定や、指標の達成状況に応じた事業改
　善の考え方について

29年 3月 7日 小田原保健福
祉事務所

２４名 ・情報交換会
　平成２８年度策定中のデータヘルス計画
　及び個別保健事業の内容や評価指標等に
　ついて支援・評価委員会委員を交えた情
　報交換



  ・国保総合システム（国保共電等）にかかる実務担当者説明会 〈２回実施〉

・次期国保総合システムに係る実務担当者

　説明会

①次期国保総合システム稼働に向けた今後

　の予定

②保険者給付における共通事項

③資格マスタ管理業務

④報告関係等帳票作成業務

⑤高額療養費業務

⑥高額介護合算療養費業務

⑦退職者適用適正化業務

⑧国保組合適用除外業務

⑨各種Ｉ/Ｆの変更点等について

⑩その他支給業務

⑪支給管理業務

⑫資格給付確認業務

⑬レセプトエラー確認（給付制限含む）

　業務

⑭給付記録管理業務

⑮後発医薬品差額通知書作成業務

⑯レセプト点検業務

⑰療養費業務

⑱保健事業業務

28年 5月11日 神奈川県総
合医療会館

４６名 ・国保総合システム国保共電に係る実務担

当者（初任者向け）説明会

①国保総合システムを活用した給付業務の

　概要について

②資格管理業務について

③給付記録業務：資格給付点検について

④高額療養費業務について

⑤高額介護合算業務について

⑥給付記録業務：医療費通知について

⑦給付記録業務：ジェネリック医薬品関連

　業務について

⑧各種マスタ登録票の運用について

⑨国保総合システムにおける保健事業関係

　帳票について

⑩国保情報集約システム関係について

28年 9月 6日 ７５名

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

   横浜市開港
   記念会館



  ・日常業務における国保共電システム（ブロック別等）研修会 〈３回実施〉

  ・各種システム変更に伴う研修会

　　（国保情報集約システムに係る市町村説明会） 〈３回実施〉

   横浜市開港
   記念会館

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 5月26日 清川村役場 ７名 ・資格・給付点検について

28年 7月26日 愛川町役場 ８名 ・資格・給付点検について

28年12月20日 大井町生涯学
習センター

２１名 ・資格・給付点検について
・高額療養費業務について
・高額介護合算療養費業務について
・個別業務相談

28年10月18日 国保会館 ４０名 ・市町村国保システム改修検討状況

・連携用ＰＣの導入検討状況

・ＰＩＡ(特定個人情報保護評価)の再実施

　検討状況

・国保保険者標準事務処理システムの現状
　について
・国保情報集約システムにおける処理の概
　要について
・国保情報集約システム稼働に伴う市町村
　国保自庁システムの改修について
・国保情報集約システムにおける外部イン
　タフェースについて
・神奈川県における国保情報集約システム
　導入に向けたスケジュール（案）
・市町村国保システムと国保情報集約シス

　テム間のファイル連携について
・国保情報集約システムに関する問合せに
　ついて

・国保情報集約システム導入スケジュール

 （案）について

・連携テスト概要について

・国保情報集約システム稼働に伴うデータ

　セットアップ概要について

・追加提供資料について

・ＰＩＡテンプレートについて

・今後の予定

28年 6月28日 国保会館 ５２名

７５名28年 9月 6日



エ　介護保険者事務職員の研修

  ・保険者事務担当者（初任者）研修会 〈１回実施〉

  ・介護給付適正化に関する研修会 〈１回実施〉

  ・介護保険台帳管理支援システムに係る担当者説明会 〈１回実施〉

  ・高額医療・高額介護合算に係る担当者説明会 〈１回実施〉

  ・介護保険・障害者総合支援における番号制度に係る担当者説明会 〈１回実施〉

  ・介護サービス苦情処理に関する研修会 〈１回実施〉

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月17日 国保会館 ３４名 ・介護給付適正化事業について
・保険者支援業務について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月17日 国保会館 ３０名 ・介護給付費の請求方法について
・保険者伝送について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年11月30日 国保会館 ３０名 ・介護保険審査支払等システムの番号制度
　対応について
・障害者総合支援給付支払等システムの番
　号制度対応について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 6月17日 国保会館 ８名 ・介護保険台帳管理支援システムの概要及
　び操作方法について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年11月15日 国保会館 ４４名
・高額介護合算（総合事業）について

28年 9月14日 国保会館 １７名
・講演
「意思決定支援、権利擁護、成年後見」
　講師：弁護士　向川　純平 氏



オ　介護給付費請求事務に関する研修

  ・新規事業者請求事務研修会 〈７回実施〉

カ　障害者総合支援市町村事務担当者（初任者）研修会 〈未 実 施〉

キ　市町村・在宅保健師の研修 〈３回実施〉

・介護給付費の請求と支払いの仕組みにつ
　いて
・伝送・磁気媒体での請求上の注意点につ
　いて
・介護給付費の請求方法について
・国保中央会介護伝送ソフト操作方法
・苦情業務について

市町村保健師・在宅保健師合同研修会

講演Ⅰ：「災害への備えと被災後の健康支
         援活動について」～市町村保健
         師と在宅保健師の連携～
　講師： 宮城県名取市保健センター
　　　　　　            長雄　市子　氏

説明：「加速度脈波測定器(メタボリ先生)
       の取り扱いについて」
　講師：（株）東京法規出版
　　　　 ライフサイエンス事業部
　　　 　マーケティンググループ
　　　　　　          瀬崎　真生子　氏
　　　　（株）ユメディカ
　　　代表取締役社長　太洞　江美子　氏

講演Ⅱ：「神奈川県および市町村保健師活
         動の現状について」
　講師： 神奈川県保健福祉局保健医療部
         健康増進課健康づくりグループ
　              技幹　磯﨑　夫美子　氏

29年 1月27日 国保会館 ７５名

29年 3月29日 国保会館 ５８名

開催年月日 開催場所 参加者数

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 5月26日 国保会館 ６１名

28年 5月27日 国保会館 ７４名

28年 7月28日 国保会館  １０１名

28年 9月28日 国保会館 ８１名

28年11月28日 国保会館 ９５名

内　容　等

28年 5月30日 国保会館 ４９名 神奈川県在宅保健師会「いちょうの会」研
修会
講演：「みるみる人が変わる保健指導のコ
     ツ」～生活改善を習慣化するために～
  講師：ＨＳプランニング
　　　　　　　   　　　亀ヶ谷 律子 氏

28年11月14日 国保会館 ３９名



ク　市町村国保運営協議会会長等の協議・研修 〈１回実施〉

ケ　診療施設部会の研修 〈１回実施〉

(１０）個人情報保護の徹底とセキュリティ対策の推進（ＩＳＭＳ）

ア　情報セキュリティ委員会の開催（情報安全委員会の開催） 〈５回実施〉

イ　マネジメントレビューの開催  〈１回実施〉

ウ　情報セキュリティ推進チーム会議の開催 〈３回実施〉

エ　内部監査の実施　 〈１回実施〉

オ　外部審査の受審　 〈１回実施〉

カ　委託先事業者点検の実施（情報及びシステムの安全点検の実施） 〈１回実施〉

キ　事業継続訓練等の実施　 〈１回実施〉

７　各種会議の開催

（１）通常総会 〈２回実施〉

ホテル横浜
キャメロット
ジャパン

開催年月日 開催場所 参加者数

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年10月19日 ３８名 講演：「国保制度の成り立ちと課題」
講師：聖路加国際大学
　　　　　　特任教授　　池上　直己　氏

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

29年 2月15日 神奈川県総
合医療会館

５７名 「糖尿病重症化予防事業支援研修会」及び
「市町村研修会」

講演：糖尿病重症化予防について～最新の
      状況や市町村（保険者）等に期待す
      ることをふまえて～
講師：川崎市立川崎病院　糖尿病内科
　　　　　  　　部長　　津村　和大　氏

内　容　等

28年 6月 4日 平塚市中央公
民館

 ２９４名 ・研究発表
・シンポジウム　メインテーマ
「神奈川各医療圏の地域医療構想の特性と
　問題点」

国保会館 ・報告事項５件
・専決処分の報告４件
・議決事項２３件
　　平成２７年度事業実施報告について
　　平成２７年度各会計決算認定について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 7月27日



（２）理事会 〈４回実施〉

（３）運営協議会 〈３回実施〉

（４）部会

ア　都市部会 〈２回実施〉

28年11月22日 国保会館
・専決処分の報告１件
・議決事項７件
　　平成２９年度事業実施計画(案)並びに主要会計
　　予算見込みについて

29年 2月17日 国保会館
・議決事項３５件
　　平成２９年度事業実施計画について
　　平成２９年度各会計予算について

29年 3月 9日 書　面 ・議決事項４件
　　平成２８年度予算補正について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 7月15日 国保会館 ・専決処分の報告４件
・議決事項２５件
　　平成２７年度事業実施報告について
　　平成２７年度各会計決算認定について

29年 2月27日 国保会館 ・報告事項７件
・専決処分の報告３件
・議決事項３１件
　　平成２９年度事業実施計画について
　　平成２９年度各会計予算について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

29年 2月 6日 国保会館 ・平成２９年度事業実施計画について
・平成２９年度各会計予算について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 8月 1日
・平成２９年度の手数料単価について
・国保情報集約システム導入に向けた課題の整理につい
　て
・データヘルス計画策定に向けた支援について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 7月 5日 国保会館 ・平成２８年度運営協議会正副会長の互選について
・平成２７年度事業実施報告並びに各会計決算について

28年11月11日 国保会館 ・平成２９年度事業実施計画(案)並びに主要会計予算
　見込みについて

伊勢原シティ
プラザ



イ　町村部会 〈２回実施〉

ウ　組合部会 〈２回実施〉

エ　診療施設部会 〈２回実施〉

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

29年 2月14日 国保会館 ・町村部会正副部会長及び関係委員の選出について
・神奈川県保険者協議会委員、事業検討委員会委員及び
　保健師等専門部会委員の選出について
・国保情報集約システムについて
・次期国保総合システム導入スケジュールについて

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 9月 2日 国保会館 ・平成２９年度の手数料単価について
・個人番号の取り扱いに関する「取りまとめ機関」との
　契約について

29年 2月 8日 厚木市役所 ・都市部会正副部会長及び関係委員の選出について
・神奈川県保険者協議会委員、事業検討委員会委員及び
　保健師等専門部会委員の選出について
・国保情報集約システムについて
・次期国保総合システムについて

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 8月17日 国保会館 ・平成２９年度の手数料単価について
・国保情報集約システム導入に向けた課題の整理につい
　て
・データヘルス計画策定に向けた支援について

29年 3月 6日 国保会館 ・組合部会正副部会長及び関係委員の選出について
・神奈川県保険者協議会委員及び事業検討委員会委員の
　選出について
・「取りまとめ機関」との契約について
・次期国保総合システム導入スケジュールについて

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 6月 4日 平塚市中央公
民館

・平成２７・２８年度神奈川県国民健康保険団体連合会
　診療施設部会役員の選任について
・平成２７年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療施
　設部会事業実施報告について
・平成２８年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療施
　設部会事業実施計画について
・平成２９年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療施
　設部会研修会開催について



オ　介護保険部会 〈２回実施〉

８　業務の見直しの推進及び公正な執行の確保

（１）業務の見直し・効率化の推進

ア　適正な業務体制及び業務の見直し・効率化の推進 〈随時実施〉

イ　経費節減の推進 〈随時実施〉

ウ　接遇向上の取り組み 〈随時実施〉

エ　財務諸表の分析 〈随時実施〉

（２）公正な執行の確保

ア　例月検査の実施 〈毎月実施〉

開催年月日 開催場所

29年 1月20日 国保会館 ・平成２９・３０年度神奈川県国民健康保険団体連合会
　診療施設部会役員（部会長・副部会長）の選任につい
　て
・平成２８年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療施
　設部会研修会交流会の会計報告について
・平成２９年度神奈川県国民健康保険団体連合会診療施
　設部会研修会の概要について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年10月25日 国保会館 ・介護保険事業の取り組みについて
・介護保険事務処理委員会検討結果の報告について
・保険者の事例発表
・介護保険システムのセキュリティ対策に伴う国保連合
　会貸与ＰＣへの作業について

議題・協議事項等

29年 3月21日 国保会館 ・平成２９年度各種委員会の委員について
・介護保険事業の取り組みについて
・介護予防ケアマネジメント費の介護保険審査支払等シ
　ステムにおける取扱いについて
・平成２９年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加
　算の拡充について
・番号制度対応に係る連合会運用試験について
・介護給付適正化事業における保険者支援業務について

開催年月日 開催場所 監査対象 監査人

28年 4月19日 国保会館 ・平成２８年３月分から平成
　２９年２月分までの事業実
　施状況及び各会計に係る出
　納計算書と証拠書類及び関
　係帳票の照合確認

清水監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

～

29年 3月17日



イ　定例検査の実施 〈２回実施〉

ウ　決算審査の実施 〈３回実施〉

開催年月日 開催場所 検査内容 監査人

28年 5月12日 国保会館

清水監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

28年11月 4日 国保会館
・財産・物品管理状況、契約
　関係事務について

清水監事
（学識経験者・税理士）
補助者２名（税理士）

・事業内容について
・中期経営計画（平成２５年
　度～平成２７年度）の最終
　報告について
・第二次中期経営計画（平成
　２８年度～平成３０年度）
　について

28年11月18日 国保会館 ・平成２７年度事業実施状況
・平成２７年度各会計予算執
　行状況
・各会計別現金預金保管状況
　調べ等

落合監事（平塚市長）
　(代理：古矢課長)
加藤監事（小田原市長）
　(代理：藤澤課長)
間宮監事（大井町長）
　(代理：湯川課長)
清水監事
（学識経験者・税理士）

開催年月日 開催場所 審査内容 監査人

28年 6月29日 国保会館
・平成２７年度決算審査に関
　する事務調査
・平成２７年度事業実施報告
　及び各会計決算報告
・各会計別現金預金保管状況
　調べ等

古矢課長（平塚市）
藤澤課長（小田原市）
湯川課長（大井町）
清水監事
（学識経験者・税理士）

28年 7月12日 国保会館 ・平成２７年度決算審査
・平成２７年度事業実施報告
　及び各会計決算報告
・各会計別現金預金保管状況
　調べ等

落合監事（平塚市長）
　(代理：石黒副市長)
加藤監事（小田原市長）
　(代理：加部副市長)
間宮監事(大井町長)
清水監事
（学識経験者・税理士）



９　各種会議等への参加

（１）神奈川県都市国保連絡協議会等への参加 〈４回実施〉

  ・神奈川県都市国保連絡協議会

  ・湘南地区都市国保事業連絡協議会総会

  ・県央都市国保事業連絡協議会総会

（２）神奈川県町村国保連絡協議会 〈未 実 施〉

（３）県・市町村・後期高齢者医療広域連合医療保険事務改革検討協議会 〈13回実施〉

　　　（医療保険制度改革検討部会）

（４）国民健康保険中央会関係

ア　国保制度改善強化全国大会 〈１回実施〉

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 8月 1日 伊勢原シティ
プラザ

・国民健康保険組合に対する補助金について
・高額療養費の申請時における領収書の添付確認及び
　一部負担金の支払確認の省略について
・被保険者証の性別表記について
・被保険者証の一斉更新について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 7月22日 綾瀬市役所
・平成２７年度事業報告について
・平成２７年度収支決算報告について
・平成２７年度会計監査報告について
・平成２８年度事業計画（案）について
・平成２８年度収支予算（案）について
・平成２８年度監事の選出について

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

29年 2月 8日 厚木市役所
・国民健康保険運営協議会の公益を代表する委員の選
　出方法について
・特定健診委託料について
・重複服薬者等に対する取り組みについて
・資格適正化事務について

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 5月27日 三浦市南下浦
市民センター

・平成２７年度湘南地区都市国保事業連絡協議会事業
　報告及び歳入･歳出決算について
・平成２７年度歳入･歳出決算監査結果報告について
・平成２８年度湘南地区都市国保事業連絡協議会事業
　計画（案）及び歳入・歳出予算（案）について

28年11月17日 明治神宮会館 ２２名
宣言・決議
「医療保険制度一本化の早期実現」
　　　　　　　　　　　　　　　他９項目



イ　全国市町村国保主管課長研究協議会 〈１回実施〉

ウ　「健康なまちづくり」シンポジウム 〈１回実施〉

エ　全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会 〈１回実施〉

オ　全国国保連合会常務処理審査委員連絡会議 〈１回実施〉

カ　社会保険指導者講習会 〈２回実施〉

キ　全国国保運営協議会会長等連絡協議会　 <１回実施>

28年 8月24日 日本教育会館
一ツ橋ホール

３１名 ・講演
「国保制度改革の検討状況について」
・シンポジウム
「保険者努力支援制度に向けた取り組み」

28年11月30日

開催年月日 開催場所 内　容　等

アルカディア
市ヶ谷

29年 2月16日 講演
「国保改革と医療介護連携について」
「ソーシャルキャピタル醸成による地域づくり～名張市
　の地域づくり組織が生み出す様々な取組～」
「健康寿命日本一への挑戦！！」

開催年月日 開催場所 内　容　等

28年10月 5日 日本医師会
大講堂

・「アレルギー疾患のすべて」
     ～ 6日

28年10月17日 日本教育会館
・「－これからの歯科医療を取り巻く新技術―
　平成２８年度診療報酬改定で保険収載された新技術と
　将来像ＩＣＴを活用した歯科医療と医療連携」

開催場所 参加者数 内　容　等

アルカディア
市ヶ谷

・療養の給付に関する疑義事項等

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

28年 8月23日 日本教育会館
一ツ橋ホール

３３名 ・講演「健康長寿社会を可能とする健幸都
　　　　市とは」
・シンポジウム
　　「健康無関心層まで届く健康づくりを
　　　考える」
　　　～健康なまちづくりを目指して～

開催年月日 開催場所 内　容　等

開催年月日

28年 9月 7日 アルカディア
市ヶ谷

・地区別審査委員会会長会議統一協議議題の協議状況の
　報告
・データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識
　者検討会の審議状況について
・平成２８年度診療報酬改定について

開催年月日 開催場所 内　容　等



ク　全国国保地域医療学会 <１回実施>

　　　　～8日

ケ　その他各種会議及び研修会 <55回実施>

（５）関東甲信静地区国保振興協議会関係　

ア　国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会 <１回実施>

イ　国保診療施設協議会 <１回実施>

　　　～28日

ウ　調査研究部会 <４回実施>

　・第一部会

　・第二部会

山形テルサ・
ホテルメトロ
ポリタン山形

東京都
国保連合会

５５名
・講演「国診協の状況と当面の課題」
・本部報告「事業の実施状況」
・提出議題協議

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 9月 1日 ホテルポート
プラザちば

・会務運営に関する事項
・財務・会計に関する事項     ～ 2日

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年 8月 5日
・「審査委員会取り決め事項」の情報共有による国保連
　合会間の地域格差解消に向けた取り組み
・規制改革会議の報告
・データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識
　者検討会の報告

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等

ホテルモント
レ横浜

28年10月27日

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年10月20日 ホテルマイス
テイズ宇都宮

・保険者事務共同事業に関する事項
・保健事業に関する事項     ～21日

28年10月 7日 ３０名
・メインテーマ
　『「地域包括医療・ケア」を地域づくり
　　の礎に～出羽国（でわのくに）から国
　　保新時代を見据えて～』
・特別講演
　『修験道と現代～出羽三山文化と日本人
　　の精神性～』

開催年月日 開催場所 参加者数 内　容　等



　・第三部会

　・第四部会

 エ　その他各種会議及び研修会   <14回実施>

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等

28年10月 3日
ナビオス横浜 ・診療報酬等審査支払及び電算処理に関する事項

     ～ 4日

28年 8月 2日 ホテル
ＪＡＬシティ
長野

・介護保険審査支払及び介護給付適正化に関する事項
・介護保険苦情処理及び障害者総合支援に関する事項     ～ 3日

開催年月日 開催場所 議題・協議事項等
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