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事業計画 実施状況 

○ ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供 

・事業所健康度診断（事業所カルテ）などの「見える化」する情報ツー
ルなど健康づくり機会の提供を行い、健康経営の普及促進に向けた取
り組みを継続して実施するとともに、健康宣言事業の基準の標準化を
踏まえた宣言事業所の拡大を図る。 

・個人単位の健康・医療データの提供については、国における検討状況
も踏まえながら、保険者として先行実施が可能な部分がないかなど、
戦略的な検討を行う。 

 
 

 
○ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 
・広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に回していくため、加入者
を対象とした理解度調査を実施し、前年度からの改善を踏まえた広報
計画の検討を行う。また、理解度が低い部分については、健康保険委
員を通じた制度周知を積極的に行い、理解度の向上を図る。 

・健康保険委員活動の活性化を図るため、研修会を開催や広報誌等によ
る情報提供を実施するとともに、健康経営の普及促進とあわせた委嘱
の拡大を図る。 

  
 
■ＫＰＩ 
  ①広報活動における加入者理解率の平均について対前年度以上と 
   する。 
  ②全被保険者数に占める健康保険委員が委嘱されている事業所の 
   被保険者数の割合 36.0％以上 
 
 

○ ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供 
・第二次データヘルス計画に基づき、健診受診者リスト等を用いて事業所健
康度診断「わが社の健康」を健康宣言事業所に提供した。事業所へ送付する
際のガイドラインより、提供不可の事業所については、支部にて打ち出しを
行い宣言前と宣言後において経年比較できるようにしている。また、経済産
業省の健康経営優良法人認定の基準を参考として案内することで、現在140事
業所の宣言事業所の獲得に至った。 
・自身の健診記録の見える化を行うための健診結果の経年比較、改善度合い
等が把握できる他保険者等が活用しているICTツールの利用動向をリサーチし
た。 
 
○ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の理解促進 
・滋賀支部の各グループが横断的に取り組みを行っている広報部会で健康保
険委員を対象とした健康保険冊子を作成した。今後、健康保険委員を対象に
配付する。 
・理解度調査については、本部で調査を行うこととなっているので、結果等
をみながら今後の対策を検討する。 
・健康保険委員を対象に新任事務講習会、算定基礎届説明会、社会保険大会、
社会保険委員事務講習会を行い、事業に対する理解度の向上を図っている。
また、健康経営宣言事業所の登録者も同時に健康保険委員に加入することと
したため、健康保険委員の登録も伸びている。 
■実績値 
 ①本部での理解度調査が実施された後に評価 
 ②32.54％（6月末現在） 参考 全国平均 32.77％ 
 

平成30年度上期 滋賀支部事業実施状況（企画） 

1 



事業計画 実施状況 

○ ジェネリック医薬品の使用促進 
・支部ごとの阻害要因を数値化したジェネリックカルテを更に活用する
ため、各支部の取組によるジェネリック医薬品の使用割合の変化を経
年で分析することにより、改善の弱い部分に着目してマンパワーを重
点配分する。 

・滋賀県薬剤師会との連携による保険薬局ごとの使用状況等の情報を提
供するサービスを継続して実施することや保険薬局・薬剤師会を通じ
た患者への働きかけを強化するとともに、滋賀県後発医薬品安心使用
促進協議会等においてレセプトデータの分析結果などのエビデンスに
基づく意見発信を行う。 

 ■ＫＰＩ 
  協会けんぽのジェネリック医薬品使用割合を75.1％以上とする。 
 
 
○ インセンティブ制度の本格導入 
・新たに平成30年度から導入する制度であることから、まずは制度の周
知広報を丁寧に行うとともに、初年度の実施結果を迅速に検証してそ
の後の検討につなげる。 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

○ ジェネリック医薬品の使用促進 
・平成30年度後発医薬品使用促進事業において、レセプトデータを活用し保
険薬局向けに後発医薬品実績リストを送付した。（550薬局） 
・抽出データを活用した分析結果で呼吸器管系用薬の去たん剤の使用率が幼
児層で低いことが分かったため、内容を実績リストに盛り込んだところその
薬効について、滋賀支部が全国で１番の伸び率となった。この取り組みにつ
いて後発医薬品促進協議会名で医薬品実績リストの提供が承認されたので、
今後は関係団体を巻き込んだ医薬品提供リストとなる。 
 
 
■実績値 
 使用割合 76.2％（5月末現在） 
 参考 全国平均 76.0％ 
 
○ インセンティブ制度の本格導入 
・インセンティブ制度の広報を効果的に訴えるために、びわ湖放送による広
報番組を作成した。インセンティブの指標のうち、特定健診の受診率向上を
テーマとし、実際に健診会場の風景を撮影するなど、どのような健診を行っ
ているかを分かりやすく伝える内容とした。最後に支部職員からインセン
ティブ制度の説明を行った。その他、健康保険委員向けの広報誌等でインセ
ンティブの重要性についての広報を行っている。  
 

平成30年度上期 滋賀支部事業実施状況（企画） 

2 



事業計画 実施状況 

○ 医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ 
・地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比（ＳＣＲ）を分析する

ためのツールを活用し、地域差の要因分析を行う。 
・また、地域医療を見える化したデータベースも活用し、地域ごとの医

療提供の実態や偏りも踏まえ、エビデンスに基づく意見発信を行う。 
・医療提供体制等に係る分析結果について、加入者や事業主へ情報提供

を行う。 
 ■ＫＰＩ 
  ①他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想調整会議への

被用者保険者の参加率100％。 
  ②「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベース」 
   などを活用した効果的な意見発信を実施する。 
 
○ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 
・標準人員に基づく人員配置を実施していく。また、業務処理のあり方

の見直しに伴う生産性の向上も見据え、標準人員のあり方を検証する。 
  
 
 
 
○ 人事評価制度の適正な運用 
・四半期毎の評価者面談や評価者研修などにより、実態に即した効果的

な評価制度を確立する。 
  
 
○ ＯＪＴを中心とした人材育成 
・「自ら育つ」職員を育成するためにＯＪＴを中心としつつ、効果的に

研修を組み合わせることで組織基盤の底上げを図る。 
・戦略的保険者機能の更なる発揮のための人材育成の仕組みについて、

その導入に向けた検討に着手する。 
  
  
 

○ 医療データの分析に基づく地域の医療提供体制への働きかけ 
・2025年に向けて、地域医療構想の実現に向けた議論を活性化させていくた
めには、調整会議において医療保険者が病床機能の分化・連携に資する発言
を行うことが重要となるため、今後開かれる会議の場においては、本部から
提供された資料に基づく意見発信を行う予定です。 
 
 
■実績値 
  ①参加率100％ 
  ②未実施 
 
 
 
○ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく人員配置 
・ 業務部においては「山崩し方式」の導入により、業務量の分散を行い、業
務効率化を図った。その結果、職員一人当たりの残業時間数の減少につなが
り生産性向上に繋がった。また、企画総務部については将来的に「山崩し方
式」の導入を想定して部門ごとの業務分掌を見直し、それに基づいた人員配
置を行なった。 
 
○ 人事評価制度の適正な運用 
・日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕組みとした人事評価制度を適切
に運用し、その評価を適正に処遇に反映させることで、支部を支える人材の
育成を図っている。 
 
○ ＯＪＴを中心とした人材育成 
・新規採用者については、各部門をローテーションさせることで部門ごとの
業務知識を広く習得できるような体制をとっている。また、専任の指導員が
新規採用者を担当することにより、理解度の確認や研修内容の見直し等を迅
速に行い、研修を効率的に運用できるようにした。同様に一定の業務経験を
積んだ職員においても適宜ローテーションを行い幅広い業務を経験すること
で、戦略的保険者機能を発揮できる事業提案を行うことができる人材の育成
を図った。この結果、先進的で他支部に先駆けて行うパイロット事業の提案
を行い、平成30年度事業として現在進行中である。 
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事業計画 実施状況 

○ 支部業績評価の本格実施に向けた検討 
・支部業績評価の本格実施への移行を検討し、他支部との比較を通じて

自支部の業績を向上する仕組みの本格的な導入を検討する。 
 
 
 
 
 
○ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 
・調達における競争性を高めるため、一者応札となった入札案件につい
ては、入札説明書を取得したが入札に参加しなかった業者に対するア
ンケート調査等を実施し、一者応札案件の減少に努める。 

 
 
 
 
 
○ コンプライアンスの徹底 
・法令等規律の順守（コンプライアンス）について、職員研修等を通じ
てその徹底を図る。 

  
 
 
○ リスク管理 
・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、
より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の強化を図る。特に、
情報セキュリティ対策については、CSIRT(Computer Security 
Incident Response Team)において迅速かつ効率的な初動対応を行う。
加えて、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施し、平時から
有事に万全に対応できる体制を整備する。 

 
 

○ 支部業績評価の本格実施に向けた検討 
・支部業績評価の導入において自支部の現状を把握するとともに、他支部と
比較して改善が必要となる事項について取組みの強化を行っている。 
 また、支部ごとに協会事業についての認知度調査が行われることから、強
化項目の一つとして広報事業に注力し、横断的な組織として広報部会を立ち
上げ各部門の代表者と合議を行うことで、わかりやすい広報を行えるように
体制を強化している。  
 
○ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 
・一者応札を行った入札案件（企画競争入札）についてアンケート調査を
行ったところ、「仕様書が要求する内容が高度で自社での対応が難しかっ
た。」「時間的に余裕がなく企画書まで作成できなかった。」との意見が
あった。 
 今後の入札にあたり、仕様書の水準は戦略的保険者機能の発揮する観点か
ら内容を変更することは難しいが、入札公告から企画書の提案までの期間を
十分とることにより一者応札とならいように調達を行う。 
 
○ コンプライアンスの徹底 
・コンプライアンスについて、職員に行動規範小冊子を配付し、常時携行さ
せコンプライアンス基本方針、行動規範、通報制度に対する意識の醸成を
図っている。また、全職員を対象としたコンプライアンス研修を毎年開催し
ている。（平成30年7月に実施済） 
 
○ リスク管理 
・大規模な自然災害による支部および職員への被害に対する危機管理につい
て、台風等で事前に想定される場合は役職会を適宜開催することにより対応
を決定している。予測が不可能な地震等による対応、あらかじめ初動体制を
構築し、実際災害が発生した場合に迅速に支部の被害状況の確認、職員の安
否確認が行える体制を整えている。 
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事業計画 実施状況 

○ データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）
の着実な実施 

・「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘルスの取り組み」、
「重症化予防の対策」を基本的な実施事項とする第２期保健事業実施
計画（データヘルス計画）に基づく取り組みを着実に実施する。また、
本部主導のもと全国の好事例を取り入れた事業展開や支部ごとの加入
者の健康・医療データをまとめた支部別スコアリングレポートによる
データ分析を行う。 

 ■上位目標（10年程度先に成果を評価する目標） 
  滋賀県の健康寿命の延伸を見据え、虚血性心疾患及び他の心疾患の 
  発症予防と医療費の適正化を図る 
  （目標：年間一人当たり入院医療費を4,600円より下回る） 
 ■中位目標（6年後に達成すべき目標） 
  生活習慣の改善による血圧のリスク因子保有率の減少 
  （中間目標：36.6％） 
 
i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 
 ◇被保険者（40歳以上）（受診対象者数：128,958人） 
  ・生活習慣病予防健診 実施率62.7％（実施見込者数：80,827人） 
  ・事業者健診データ  取得率10.7％（取得見込者数：13,752人） 
 ◇被扶養者（受診対象者数：39,967人） 
  ・特定健康診査    実施率32.3％（実施見込者数：12,922人） 
 ◇健診の受診勧奨対策 
  ・特定健診受診率等の底上げを図るための調査研究を行い、その結

果を踏まえ、ボトルネックの類型に応じた対応方針を策定する。 
   また、事業者健診データの取得促進に向けて、滋賀労働局や関係 
   団体と連携した取り組みを継続実施する。 
 ■ＫＰＩ 
  ①生活習慣病予防健診実施率  62.7%以上 
  ②事業者健診データ取得率  10.7％以上 
  ③被扶養者の特定健診受診率 32.3％以上 
 

○ データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着
実な実施 
i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上（実績は9月末累計） 
◇被保険者（40歳以上） 
 ・生活習慣病予防健診 実施率27.3％（実施者数：35,308人） 
                    
 ・事業者健診     取込率 1.4％（取込者数： 1,830人）     
                    
◇被扶養者 
 ・特定健康診査    実施率 16.6％（実施者数： 6,636人） 
                    
◇健診の受診勧奨対策 
 被保険者 
  ・健診推進経費を活用（18の健診機関とインセンティブ契約）。  
  目標値を設定し、目標値を超えた場合にインセンテイブを支払う。 
 
 ・事業者健診については、今年度のシステム改修に対応できていない健 
  診機関があったことから、データの修正等に時間がかかり取込が遅れて 
  いたが、事象も解消できたことから、下期に随時取込を予定している。 
  
 被扶養者 
 ・より多くの地域で受診の機会を増やすため、無料健診会場を昨年度より 
  増やして実施。（30年度36会場66日間、29年度31会場56日間） 
  市町との連携により、がん検診を同時に受けることができる会場を設け 
  たり、貧血検査や、血管年齢測定をオプション健診として実施する等、 
  利便性の向上や内容の充実を図った。 
  
 ■実績値（上記の再掲） 
  ①実施率：27.3％（8月末現在） 前年同月（28.4％） 
  ②取得率： 1.4％（8月末現在） 前年同月（2.9％） 
  ③受診率：16.6％（8月末現在） 前年同月（19.8％） 
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事業計画 実施状況 

ii）特定保健指導 
◇被保険者（受診対象者数：17,213人） 
  ・特定保健指導  実施率20.4％（実施見込者数：3,516人） 
（内訳）協会保健師実施分   18.4％（実施見込者数：3,171人） 
    アウトソーシング分  2.0％（実施見込者数：345人） 
  
◇被扶養者（受診対象者数：1,124人） 
  ・特定保健指導 実施率17.5％（実施見込者数：197人） 
◇保健指導の受診勧奨対策 
  ・平成30年度からの制度見直しを契機とし、「健診当日に初回面談の分

割実施」ができるよう健診実施機関へ強力に働きかける。加えて、平
成30年度からの特定保健指導の実施方法の見直しを契機として、新た
な特定保健指導の手法の検討など、これまでの延長線上にない対策を
検討する。 

 ■ＫＰＩ 
  特定保健指導の実施率を17.5％以上とする。 
 

 
 
 
 
 
 
iii）重症化予防対策の推進 
 ◇未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨実施予定人数 833人 
 ◇糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 
  ・糖尿病の重症化予防については、かかりつけ医との連携等による取り

組みを継続して実施し、また、人工透析間近の者については、糖尿病
の専門医と連携した生活指導プログラムの導入を進める。 

  ・滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県保険者協議会との連携による「糖尿病
性腎症重症化予防に係る連携協定」の取り組みにより滋賀県の未治療
者の医療機関受診を高める。 

  ■ＫＰＩ 
   受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合を11.1％以上と

する。 

ii）特定保健指導（実績は9月末累計） 
◇被保険者 
 ・特定保健指導実施率   7.3％（実施者数：1,264人）前年同月（8.8％） 
 
（内訳）協会実施分     6.6％（実施者数：1,130人）前年同月（8.2％）   
    外部委託分     0.7％（実施者数：  134人）前年同月（0.6％） 
◇被扶養者 
 ・特定保健指導実施率    5.9％（実施者数：  66人）前年同月（4.9％） 
 
◇保健指導の受診勧奨対策 
 ・「健診当日における初回面談の分割実施」については、被扶養者の無料健診 
  において積極的に実施を推奨した。実施率 19.0％（9月末 215人）実施。 
 ・被保険者への特定保健指導については、特定保健指導の対象者が多く、実施 
  率の低い事業所への訪問による勧奨や、ツール（案内文書等）の見直しを検 
  討したうえで実施する。 
 
 ・一部の市町や県栄養士会との連携協力により無料健診受診者で特定保健指導 
  に該当した方を対象に、健診結果の説明会（「お返し会」）を開催した。 
  実績：5回開催      実施率  40.4％（初回面談実施者数：21人） 
 ■実績値 
   実施率：7.3％（9月末現在）前年同月（8.5％） 

 
 
iii）重症化予防対策の推進（実績は8末累計） 
◇未治療者に対する文書による二次勧奨実施人数325人 
         電話による受診勧奨実施人数164人（再掲） 
         電話指導件数        64人（再掲） 
◇圏域との連携による糖尿病性腎症重症化予防事業（甲賀圏域） 
 ①連携医への受診勧奨案内文書送付件数        79件 
 ②医師連絡票返送件数（①に対する回答）   10件 
 ③糖尿病性腎症重症化予防保健指導件数 
  （②後の保健指導実施件数）         7件 
 ■実績値 
   本部にて実績を抽出するため現在未確定。 
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事業計画 実施状況 

iv）健康経営（コラボヘルスの推進） 
・滋賀県、滋賀労働局、経済三団体等の地域・職域との連携を強化し、
健康宣言を中心とした健康経営の普及促進の取り組みを進める。 

・健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、取組の質を向上させ
る観点から、宣言事業所に対するフォローアップを強化し、事業所ご
との健康度の改善度合いをデータとして提供する。 

・事業所健康度診断（事業所カルテ）などの「見える化」する情報ツー
ルなど健康づくり機会の提供を行い、健康経営の普及促進に向けた取
り組みを継続して実施するとともに、健康宣言事業の基準の標準化を
踏まえた宣言事業所の拡大を図る。【再掲】 

 
ⅴ）健診・医療データを活用した調査分析の実施 
・地域の健康課題や特性を分析するため、健康づくりの推進に向けた連
携に関する協定書を締結した自治体・関係団体と共同で健診やレセプ
トの分析を行う。 

・人工知能（ＡＩ）を用いた地域の受診行動の分析を行い、その結果を
踏まえた保健事業を実施する。 

 

iv）健康経営（コラボヘルスの推進） 
・健康経営の普及促進に際し、勧奨媒体に滋賀労働局との連名表記を行い、
関係団体との協同により事業を進めている。 
・健康宣言事業所数の拡大について、4月から6月にかけて実施している事務
講習会等において健康経営についての周知を行った。また、健康機器の貸し
出しの申込みのあった事業所に対して健康宣言事業所への登録の勧奨を行っ
た。フォローアップ事業としては、四半期ごとに事業所場内での健康意識の
醸成を図ることを目的に健康情報をまとめた冊子を配布した。 
・事業所健康度診断については、前述しています。 
 
 
ⅴ）健診・医療データを活用した調査分析の実施 
・滋賀県内の医療保険者の健診等データを活用し、滋賀県全体の健診結果を
取りまとめ、健康課題の把握や保健事業の企画・実施にあたっての参考資料
となるように、保険者協議会に対しデータ提供を行った。 
 また、滋賀県と共同で健診データや質問票データ等を活用した業態別事業
所健康度の動向を「見える化」する事業を行う。 
・特定健診（被扶養者）分の受診率向上を目的として、無料健診を行ってい
る。会場選定についてはこれまで開催箇所を増やして対応しているが、受診
者の伸びが鈍化している。そこでAIを用いてこれらの会場選定について効率
性や潜在的受診者ニーズを分析し、来季の無料健診会場の選定等に分析結果
を反映する。現在健診データ等の提供を委託業者に行い、12月の納品に向け
て委託業者と調整を行っている。 
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事業計画 実施状況 

○ 現金給付の適正化の推進 
・不正の疑いのある事案については、支部の保険給付適正化ＰＴの議論
を経て事業主への立入検査を積極的に行う。特に、現金給付を受給す
るためだけの資格取得が疑われる申請について重点的に審査を行う。 

・傷病手当金と障害年金の併給調整について、会計検査院からの指摘も
踏まえ、確実に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
・多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月15日以上）
の申請について、加入者に対する文書照会を強化するとともに、いわ
ゆる「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変更すること
による過剰受診に対する照会を強化する。 

 ■ＫＰＩ 
  柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 
  15日以上の施術の申請の割合について対前年度以下とする。 
 
○ サービス水準の向上 
・お客様満足度調査を活用したサービス水準の向上に努めるとともに、
現金給付の申請受付から支給までの標準期間（サービススタンダー
ド：10日間）を遵守する。 

 ■ＫＰＩ 
  ① サービススタンダードの達成状況を100％とする。 
  ② 現金給付等の申請に係る郵送化率を87.0％以上とする。 
 
 

○ 現金給付の適正化の推進 
・資格取得から申請までの期間が９０日未満の申請全件について、事業主に
雇用契約や雇用保険の加入状況の調査を実施するとともに、特に重点的な審
査が必要な申請等については支部の保険給付適正化ＰＴにおいて審議を行う
ことにより適正化に努めた。  
 雇用状況調査17件 保険給付適正化ＰＴ開催 5月 
 （平成30年6月末現在） 
 
・会計検査院の処置要求を受けて、平成３０年６月より日本年金機構に照会
する年金給付データの範囲を従来の１年から５年に拡大し、適正な併給調整
事務を実施。 
 併給調整よる返納金調定件数 
 障害年金との調整17件 老齢年金との調整8件 
 （平成30年6月末現在） 
 
○ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
・多部位・頻回受診及び長期施術を中心に患者照会を強化。 
 患者照会件数656件（対前年同期比＋336件） 
 （平成30年6月末現在）   
 ■実績値 
  柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所３部位以上、かつ月 
  15日以上の施術の申請の割合0.6％（対前年度±0％） 
  参考 全国順位8位 
 
○ サービス水準の向上 
・適正な事務処理の進捗管理に努め、対象の現金給付のサービススタンダー
ドを遵守。 
・事業主、加入者への周知広報等により申請の郵送化率の向上を図った。 
 ■実績値 
  ① サービススタンダードの達成状況100％ 
  ②現金給付等の申請に係る郵送化率87.3％（対前年同期比＋4.7％） 
   参考 全国順位22位 
  （平成30年6月末現在） 
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事業計画 実施状況 

○ 限度額適用認定証の利用促進 
・事業主や健康保険委員に対してチラシやリーフレットによる広報を実
施するとともに、地域の医療機関と連携し、医療機関の窓口に申請書
を配置するなど利用促進を図る。 

 ■ＫＰＩ 
  高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合を 
  83.0％以上とする。 
 
 
 
 
 
 
○ 被扶養者資格の再確認の徹底 
・被扶養者資格の確認対象事業所からの回答率を高めるため、未提出事
業所への勧奨による回答率の向上、未送達事業所の調査による送達の
徹底を行う。 

 ■ＫＰＩ 
  被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の提出率を 
  89.3％以上とする。 

○ 限度額適用認定証の利用促進 
・利用促進の周知広報に努め、事業主に対しては、納入告知書同封チラシ、
健康保険委員に対しては委員だより等により利用促進広報を実施。 
 また市町の後期高齢医療保険担当者会議において公費医療受給者に対する
限度額適用認定証の利用勧奨を依頼。 
 昨年度より継続して病院協会加盟の医療機関に申請書の配置を要請。 
 ■実績値 
  高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合80.5％ 
  （対前年度－1％） 
  参考 全国順位26位 
  （平成30年6月末現在） 
 
 
○ 被扶養者資格の再確認の徹底 
・未送達事業所24件に対しては、所在地調査を行い送達を実施。 
 送付先不明事業所7件 
 委託事業者での受付再確認の為、９月末現在提出勧奨未了、下期勧奨予定。 
 ■実績値 
  提出率 63.9％（平成30年8月17日末現在） 
  参考 全国順位12位（平成30年7月末現在） 
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事業計画 実施状況 

○ 効果的なレセプト点検の推進 
・レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを活用した効果的
なレセプト点検を推進するとともに、新たな点検ノウハウの習得等を
目的とした内容点検の外注化を進める。 

■ＫＰＩ 
  社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点検の 
  査定率※について0.408％以上とする。 
  ※査定率＝レセプト点検により査定（減額）した額 
       ÷協会けんぽの医療費総額 
 
 
 
○ 返納金債権の発生防止のための保険証回収、債権回収業務の推進 
・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会けんぽから保険証
未回収者に対する返納催告を行うことを徹底する。 

・発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整及び法的
手続きの積極的な実施により、返納金債権の回収率の向上を図る。 

 ■ＫＰＩ 
  ①日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か月以内の保険証回収 
   率 94.0％以上 
  ②返納金債権（資格喪失後受診に係るものに限る。）の回収率 
   45.30％以上 
  ③医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合 
   0.052％以下 
 
 
○ オンライン資格確認の導入に向けた対応 
・現在、協会けんぽが独自に実施しているオンライン資格確認について
は、引き続きその利用率向上に向けて取り組む。 

・国が検討中のオンライン資格確認については、新被保険者番号の発行
などの保険者統一的な検討事項は国の動向を注視して準備を進めると
ともに、協会けんぽのシステム改修に係る費用対効果の検証や、より
効果を高めるための工夫についても検討を行う。 

 ■ＫＰＩ 
  現行のオンライン資格確認システムについて、ＵＳＢを配布した 
  医療機関における利用率を60.0％以上とする。 

○ 効果的なレセプト点検の推進 
・レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを活用した効果的なレ
セプト点検を推進するとともに、新たな点検ノウハウの習得等を目的とし
た内容点検の外注化を実施した。 

・新規採用レセプト点検員のスキルアップのため、専門業者を活用した本部
研修に参加した。 

・平成３０年度診療報酬改定説明会に参加し、改定の変更点などの情報の共
有化を行った。 

 ■実績値 0.380％（平成30年9月末）（前年度同期0.402％ 12位） 
 ※レセプト＝医療機関等が診療に要した費用の請求時に提出する明細書 
 ※支払基金＝レセプト内容の一次審査と費用の支払業務を担当する機関 

                       
○ 返納金債権の発生防止のための保険証回収、債権回収業務の推進 
・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、協会けんぽから保険証未回
収者に対する返納催告を行うことを徹底した。 

・発生した債権の早期回収に取り組むとともに、保険者間調整の案内文書に
ついて全件送付を実施した。また、法的手続きについては年間目標実施件
数の30件に対し、上期のみで38件を実施した。下期についても債権回収率
の向上を図るため積極的に実施する。 

 ■実績値 ① 92.88％（平成30年9月末） 
      ② 51.29％（平成30年9月末） 
      ③ 0.074％（平成30年7月末） 
 ※資格喪失＝退職などにより健康保険の加入が終了すること 
 ※保険者間調整＝国民健康保険から債務者に代わり支払いを受ける仕組み 

 ※法的手続き＝裁判所に申し立てる支払督促などの手続き                  
 
○ オンライン資格確認の導入に向けた対応 
・現在、協会けんぽが独自に実施しているオンライン資格確認については、
実施医療機関に対してその利用率向上に向けた利用勧奨に取り組んだ。 

・国が検討中のオンライン資格確認については、加入者番号の発行などの保
険者統一的な検討事項は国の動向を注視して準備を進めるとともに、協会
けんぽのシステム改修に係る費用対効果の検証や、より効果を高めるため
の工夫についても検討を行う。 

 ■実績値  50.0％（平成30年8月末） 
 ※ＵＳＢ＝資格確認システムのプログラムを内蔵したパソコン用ＵＳＢ 
      メモリ      
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