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 日時 ： 令和元年７月３日（水） 午後２時 

 場所 ： 交野市役所 本館３階 第二委員会室 

 

  



令和元年度 第１回交野市国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１．開会    令和元年７月３日（水）午後２時００分 

 

２．閉会    令和元年７月３日（水）午後２時４６分 

 

３．出席委員  山口 幸三会長 

        古賀 よし枝委員 

        山下 善子委員 

        宮本 芳昭委員 

奥西 平委員 

        梅本 雅明委員 

        波戸 良光委員 

        小菓 裕成委員 

        奥田 忠嗣委員 

        羽尻 昌功委員 

        長井 輝臣委員 

 

４．事務局   奥野 一志副市長・小川 暢子市民部長・西井 大介市民部次長・堤下 栄基医療

保険課長・久保田 佳代医療保険課長代理・早野 多恵子医療保険課係長 

 

５．議事案件  ・平成３０年度国民健康保険特別会計決算 

        ・重複・多剤投薬に対する取組（先駆的な取組促進事業） 

・その他 

おおさか健活マイレージ「アスマイル」について 

 

６．議事内容 

 

小川部長： 市民部長の小川でございます。 

本日は、令和元年度第 1回国民健康保険運営協議会を開催いたしましたところ、公私 

なにかと、ご多忙中にもかかわらず、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。

委員の皆様におかれましては、今回新たに令和元年から 3年間交野市国民健康保険運営

協議会委員として、ご就任して頂きましてまことにありがとうございます。 

委嘱状につきましては、皆様のお手元に配布させていただいております。ご確認頂きま

すようよろしくお願いいたします。 

それでは、本日の会議に先立ちまして、黒田市長公務のため市長に代わり奥野副市長 

より、ご挨拶をいただきます。 

 

奥野副市長：皆様こんにちは。 



本日はお忙しい中、国民健康保険運営協議会にご参加頂きまして大変ありがとうござい

ます。また平素は何かと本市の行政に格別のご配慮を頂いておりますとともに、また、今

回は委員への就任大変ありがとうございます。よろしくお願いいたしたいと思います。 

さて、平成が終りまして、新しい年号、令和の時代になりました。平成の 30 年間で、

日本の平均寿命は 30年間で 5歳伸びたと言われております。女性の方は 87歳、男性の方

81歳ということになっておるようです。100歳以上の方が一昨年の統計から平成の始めで

は約 3,000人強であったらしいですが、終りの一昨年では約 60,000人強と言われ 20倍増

えている状況と聞いております。ただし、女性の方が多いという報告を受けております。 

交野市において、一昨年 100歳を超えられている方は、女性 25人で男性 3人です。 

国の方でも、当初 100歳を超えると銀の杯を贈っていたそうです。一昨年からは数が多

いと言うことで、銀メッキのものを贈っているようです。本日の運営協議会では、平成

30 年度の決算の状況についてご報告させて頂きます。他何点かございますが、よろしく

お願い申しあげまして挨拶とさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 

小川部長： ありがとうございました。 

さて、本日の会議でございますが、交野市国民健康保険運営協議会規則第 3条により 

委員さんの任期が 3月で終了し、4月より新たに各代表の委員さんをお願いさせて頂いた

ところでございます。そのため現在会長がおられませんので、会長が選任されるまでの間、

事務局で進めさせていただきますので、ご了承の程、よろしくお願いいたします。 

会議に先立ちまして、各委員の自己紹介をお願いいたします。 

 

各委員:   社会福祉協議会から参りました山口幸三でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

      民生児童委員協議会から参りました古賀でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

      消費生活問題研究会から参りました山下でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

      一般被保険者の宮本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

交野市農業生産連合会から参りました奥西でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。      

公募委員の梅本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。        

健康保健連合会 長井と申します。よろしくお願いいたします。被保険者から一人です 

ので、よろしくお願いします。 

薬剤師会から参りました羽尻です。よろしくお願いいたします。 

交野市歯科医師会の奥田です。よろしくお願いいたします。 

   交野市医師会の小菓です。よろしくお願いいたします。 

交野市医師会の波戸です。よろしくお願いいたします。 

    



小川部長： ありがとうございました。 

それでは、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

 事務局： 市民部部長の小川です。よろしくお願いいたします。 

      市民部次長の西井です。よろしくお願いいたします。 

      医療保険課課長の堤下です。よろしくお願いいたします。 

      医療保険課課長代理の久保田です。よろしくお願いいたします。 

医療保険課係長の早野です。よろしくお願いいたします。 

 

小川部長： それでは、ただいまから令和元年度第 1 回国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

委員の出席状況を事務局から報告願います。 

 

久保田 ： 本日の出席状況を報告いたします。 

課長代理  現在、委員定数 13名中 2名の方の欠席の連絡をいただいておりますので、11名の出 

席でございます。こちらは、本運営協議会規則第 7条により本運営協議会は成立しており 

ます。 

以上で報告を終わります。 

 

小川部長： それでは、会長の選任でございますが、国民健康保険運営協議会規則第 4条の規定によ

り、会長は公益代表委員より選出することとなっております。 

選出の方法についてですが、何かご意見等はございますでしょうか。 

ないようですので、事務局のほうから指名推薦ということでいかがでしょうか。 

       （異議なし） 

ありがとうございます。 

      それでは、どなたかご指名ありますでしょうか。 

       （山口委員 指名の声） 

      ただいま、山口委員へのご指名のお声がありましたので委員の皆様、よろしいでしょう

か。 

       （異議なし） 

ありがとうございます。 

それでは、山口委員に会長就任をお願いいたします。 

山口委員、会長席の方へご移動お願いいたします。 

 

山口会長： 改めまして、皆さんこんにちは。 

ただ今、皆さんのご指名を頂きまして会長という大役を仰せつかりました。まだまだ微

力ですが一生懸命運営協議会のために頑張っていきますので皆様、ご協力頂きますようよ

ろしくお願いいたします 

それでは、会議録署名委員の指名ですが、協議会規則第 13 条により、議長が指名する

ことになっておりますので、指名させて頂きます。 

被保険者を代表する宮本委員、保険医・保険薬剤師を代表する波戸委員を指名いたしま



すので、よろしくお願いします。 

議題に入ります前に、事務局より追加資料が提出されております。資料についての説明

は、後ほど事務局からさせていただきます。 

それでは、事務局より、平成 30 年度国民健康保険特別会計決算について報告お願いし

ます。 

 

堤下課長： 平成 30年度国民健康保険特別会計の決算についてご報告いたします。 

資料をめくっていただいて、「平成 30年度国民健康保険特別会計決算」及び本日追加で

お配りしている歳入内訳及び歳出内訳をご覧ください。 

まず、決算資料一番下の「被保険者数について」をご覧ください。 

平成 30年度末、今年の 3月末時点の被保険者数は 15,380人で、世帯数は 9,671世帯

でございました。昨年度末と比べまして 859人、317世帯の減少でした。 

減少の理由としましては、後期高齢者医療制度への移行に伴うものが大きな要因であ

ると考えております。 

参考までに、被保険者数と世帯数をこの 3年間でいいますと、平成 27 年度末と比べ

ますと、平成 27 年度末の被保険者数は 18,092 人となっており、この 3 年間で 2,712

人減少しております。世帯数では平成 27 年度末の世帯数は 10,749 世帯となっており、

この 3年間で 1,078世帯減少している状況でございまして、本市に限らず他市におきま

しても、被保険者数は減少傾向にございます。 

平成 30 年度からは、国民健康保険制度において都道府県化、広域化が行われました

ので、平成 29 年度までの予算の組み立てが異なっておりますので、表をみて頂きます

と、平成 30 年度では、複数の項目がなくなっているということがございますので、一

概に前年度との比較がしにくいところもございます。 

それでは平成 30年度の決算見込みについて、ご報告いたします。 

歳入は 85億 7千 921万 9千円、歳出は 82億 8千 554万 2千円となっております。 

歳入の主なものを説明しますと、まず保険料が 16億 8千 718万 5千円と、昨年より

4千 683万 6 千円減少しておりますが、被保険者数の減少による保険料の総額の減少に

よるものでございます。 

別紙歳入内訳をみていただきたいと思います。一番上の保険料でございます。現年度

分は平成 30 年度分のみの保険料でございまして 15億 4千 123万 7千円の収入、収納率

につきましては 96.32％でございます。次の滞納繰越分、平成 29 年度分までの滞納分

保険料収入が、1億 4 千 594万 8千円、収納率 37.16％でございまして、保険料の内訳

となります。 

次の使用料及び手数料につきましては、督促状を発送する際の手数料、督促手数料で

ございまして、59万 5千円となっております。督促 1通に付き国民健康保険は 50円で

督促を発送しております。 

       次の府支出金 56 億 5千 766万円でございますが、主に、交野市国民健康保険が保険

給付を行った医療費分について、大阪府より給付されるものでございまして、歳入内訳

の普通交付金 55億 3千 594万 5千円が大阪府から交付されたものでございます。 



      その他に特別交付金として、本市の国民健康保険に対する取組について評価され、交付金 

として交付される保険者努力支援分等の府支出金がございました。 

     次の財産収入の 31万 8千円でございますが、財政調整基金の利子でございます。 

       次の繰入金 7 億 2 千 466 万 3 千円でございますが、一般会計からの繰入と基金の取り崩

しによる繰入がございます。 

      まず、一般会計からの繰入でございますが、保険料の負担の緩和を図るとともに、国民

健康保険の財政基盤の安定に資するために、国や大阪府から一般会計に交付され、一般会

計から国民健康保険特別会計に算入されるもので、保険基盤安定繰入金として、4 億 7 千

281万 4千円の繰入がございます。その他に職員の給与費等は、国保特別会計から支出され、

一般会計から繰り入れられることとなっておりますので、職員給与費等の繰入が 9 千 528

万 8 千円となっております。その他、国保が負担した出産育児一時金の 3 分の 2 を一般会

計から繰り入れることとされておりますことから、出産育児一時金繰入金等がございます。 

      財政調整基金繰入金でございますが、保険料の減免、低所得者に関します保険料の減額

は、大阪府の統一基準にございませんので、本市独自の減免として行っておりますが、保

険料の減免により保険料収入が減少いたしますので、その減少分について、基金の取り崩

しを行うものでございまして、平成 30年度におきまして、1千 147万 1千円の保険料減免、

取り崩しを行いました。 

次に、繰越金でございますが、前年度までの分の黒字の持越し分として 4億 7千 809万 6 

千円ございます。繰越金のカッコ書きの 2 億 4 千万円でございますが、平成 29 年度から  

の繰越金のうち 2億 4 千万円を基金に積み上げるため、予算の補正を行いました。 

以上による歳入合計としまして、85億 7千 921万 9千円が歳入でございます。  

次に、歳出でございます。 

まず、総務費でございますが、先ほどの基金の積み立てのお話をさせていただきましたが、 

予算の補正を行いまして、総務費から基金に 2億 4千万円積立てをいたしましたので、当初

予算より多くなっており、総務費へ 3億 4千 607万 7千円の支出でございます。 

総務費の内訳でございますが、職員給料や職員手当などの人件費、印刷製本費等の需用費、 

郵便料等の役務費、国民健康保険の広域化に伴います国保のシステムの改修委託や被保険者

証等の印刷・封入封緘業務委託などの支出や基金への積立てを行っております。 

また、賦課徴収費、保険料収納に関する費用でございますが、督促状や納付書等の郵送料 

としての役務費やコンビニエンスストアでの保険料収納のための委託料の支出がございま

す。当協議会費につきましても、総務費でございまして、こちらで支出を行っております。 

     次に、保険給付費でございますが、医療費につきましては、被保険者の減少の影響により、 

平成 30 年度は、前年より減少しております。当初予算を計上する際は、過去 5年の実績を

考慮し、予算を策定いたしました結果、約 60億円の保険給付を想定いたしておりました 

が、保険給付費の支出は 55億 5千 329万 1千円と給付が減少しております。 

     保険給付費の内訳でございますが、通常医療機関にかかる療養給付費や、はり・きゅう・ 

 あんま・マッサージにかかります療養費、また、高額な医療費にかかります高額療養費が大 

半を占めているところでございます。 

     この保険給付費につきましては、大半が先ほどの歳入でありました、大阪府支出金によっ



て賄われます。  

次に、国民健康保険事業費納付金でございますが、国民健康保険の広域化によりまして、

大阪府に納める納付金でございます。この納付金は、被保険者から収納いたしました保険料

や、納付の対象となる一般会計からの繰入の費用を大阪府に納付するものでございまして、

大阪府下、市町村ごとに定められており、この費用によって大阪府の国民健康保険が運営さ

れております。 

     次の保健事業費でございますが、特定健康診査に要する費用や保健事業といたしまして、

特定健診を受けていただくための、受診勧奨を委託によって行う等の費用でございまして、

5千 745万 5千円の支出となっております。 

最後に、諸支出金でございますが、当初予算を大きく超えての支出となっておりますが、

これは昨年と同様に、国庫返還金が発生したことにより、予備費より充当し、支出を行った

ものでございます。例年、療養給付費については、見込みで交付され、翌年度に精算を行う

こととなり、平成 30 年度におきましては、約 8千万円の精算により返還を行うものでござ

います。 

保険料の還付金につきましては、所得の変更などにより、過年度分の保険料に還付が生じ

たときに返還するもので約 600万円の支出を行っております。 

以上による歳出合計としまして、82億 8千 554万 2千円が歳出でございます。 

以上、歳入歳出、差し引きしまして、2億 9千 367万 7千円の黒字となる見込みでござい

ます。 

この黒字でございますが、次年度、令和元年度に繰り越しをするものでございます。 

     以上、簡単ではございますが平成 30年度の決算見込みについての報告を終わります。 

 

山口会長： ありがとうございました。 

ただいまの報告について何か質問はございませんか。 

 

小菓委員： 内訳書を初めて見せて頂きありがとうございます。 

詳しく解れば解るほど余計にややこしくなっておりますが、まず一般的な疑問点ですが、

督促料の歳入のところに 59 万 5 千円とありましたが、督促料は送るのであれば支払いと

なり、歳出ではないですか。歳出の方にも役務費のところに督促料状を送る費用が記載さ

れていますが、あらかじめ督促手数料のお金が入る事となっているのですか。 

 

堤下課長： まず督促の歳出の方からご説明させて頂きます。 

督促の役務費につきましては、督促は郵送で送りますので通常の郵便料が発生してきま

す。歳入の督促料の方ですが、条例より１通 50 円という手数料が定められており、歳入

として入ってくるものになっております。 

 

小菓委員： 手数料のようなものですか。 

 

堤下課長： はいそうです。 



 

小菓委員： 平成 30 年度は黒字となるとの事ですが、赤字となった場合は一般会計からの補てんの

歳入があると思いますが、その場合は繰入金としての歳入内訳としてどこの場所から一般

会計に入ってくるのですか。 

 

堤下課長： 収支におきまして、赤字になった場合、今現状につきましては、平成 30 年において 2

億 4千万円基金に積み、前年度で 1億 7千万円の基金への積立てがあり、また、約１千万

円を保険料の独自減免のため取り崩した結果、約 4億円の積み立てが基金にありますので、

通常であれば基金を取り崩して、赤字に当てる事を想定しております。 

 

小菓委員： 積立金としてプールされているという事ですね。 

 

堤下課長： はい。 

 

小菓委員： 解りました。 

 

山口会長： 他に。 

 

長井委員： 平成 29年度と平成 30年度で一番大きく変わったところは、都道府県化ということで大

阪府が母体の運営ということになると思いますが、その関係でいえば、もともと財政の安

定化ということで始めた事と思いますが、交野市国保の運営の全体で安定化されたという

ことは、平成 29 年度と 30年度の決算でみると、11億か 13億か規模が小さくなった事が

安定化になったという事でしょうか。 

それとも一般会計の繰入が、減ってきているということになるのか、この数字から見れ

ば、少し増えているように感じますが、7 億 2千万円に 6億 8千万円か、このあたりがよ

くわからないのですが。安定化ということは本当に交野市として寄与されているのかどう

か、このあたり、全体像として教えていただけたらと思います。 

 

堤下課長： 安定化というお話でございますが、広域化になる前は交野市が単体で保険者になってお

りましたので、皆様から集めさせていただいた保険料や国、府から入ってくるものから賄

っておりました。その中で医療費が多くかかる事になりますと、それだけで、風邪がはや

ったりすると医療費が沢山出て行く事になるので、なかなか安定しないという部分があり

ましたが、広域化になることにより、各市町村が大阪府に一旦大阪府にお金を納付するこ

とにより、母体が大きくなることになります。全体を支える母体が大きくなるということ

で、交野市の医療費が沢山出たときでも他で賄えるという部分での安定化ということにな

ります。このまず予算の 29 年度 99億円が 85億円というところの減少の部分につきまし

ては、先程少し触れましたが、予算の組み方が変わっている事、大きく変わるところは、

それぞれ歳入と歳出のそれぞれ中程に共同事業交付金、共同事業歳出拠出金がございまし

て、こちらが、18億円と 20億円ございまして、やはり各市町村保険の財政基盤が弱いも



のですから、各市町村がそれまでも制度として、共同事業として、交野市では 18 億円を

出して、各市町村がそういった額を出して、その中から実際にかかった医療費について、

拠出金として分配されて入ってくるものがございまして、そちらでも一定の安定を図るも

のの一助となっておりましたが、そういったものが、無くなって大阪府も保険者となった

という部分で約 20 億近く減少しておるということ。母体を大きくすることにより、都道

府県化というところで安定化を図るというものです。 

 

長井委員： よくわからないなぁ 

 

山口委員： よろしいですか 

 

長井委員： 29年度と 30 年度の差は共同事業交付金部分だけですか 

 

堤下課長： 大きいものとしましては、その部分になります。 

 

長井委員： そうですか。では、29年度と 30年度繰入金の例えば、77億 2千万、6億 8千万という

ことで、29 年度になっておりますが、これが増えているということは、一般会計から沢

山繰り入れないと運営ができなくなったということですか。 

 

堤下課長： 繰入の方ですが、歳入内訳の方をみていただいたのですが、歳入の中ほどに一般会計繰

入金がございまして、低所得者、保険料の軽減が効いている人数によりまして、基盤安定

を支えるものとして、国、府の方から一旦一般会計に入ってきて、それから国民健康保険

特別会計に繰り入れられるというものがございます。 

その中で実際に保険料の軽減が効いている方も少し増えておりますので、その辺で費用

が増えているところがございます。また、財政安定化支援事業繰入金というところがござ

いますがこちらにつきましては、平成 29 年度までは一定 8千万円の定額で入れておりま

したが、そこが１億 1千 600万円ということで、大阪府の方から財政安定化支援事業へい

くら納付して下さいと示されますので、その金額に改めたと言うことで 3,000万ほど増え

ている状況がございまして、繰入金の部分が少し増えているところが影響しています。 

 

長井委員： 被保険者一人あたりの繰入がどんどん増えれば、それだけ税を投入していかないといけ

ないというまた危機的な状況になってくるので、保険料とどのように関係してくるか解り

ませんが、気にかかりました。 

 

山口会長： 他によろしいででしょうか 

以上で質問を締め切らせて頂きます。平成 30年度決算につきましては、終了させて頂 

きます。 

それでは、続きまして、重複・多剤服薬予防事業について、事務局より説明願います。 

 



早野係長：  本事業は、平成31年度、大阪府より市町村が分析した課題に対する解決策となる取組

みを実施する市町村に対して、交付金が交付される事業となっており、5月にプロポー

ザルによる業者選定を行い、株式会社日本医薬総合研究に委託することとなりました。 

事業を実施することにより、保険者努力制度の指標の一つである重複頻回受診・重複

投薬・多剤投薬等の防止対策に対する取組みを行う事ができます。 

また、被保険者に対し、適正受診・適正服薬を促し、健康被害を少しでも抑えること

ができれば、医療費の適正化にもつなげる事ができるのではないかと考えております。 

対象者数は約1,000人とし、多剤服薬通知者と行動変容介入者に分け支援を行います。

選定基準は、3ヶ月分の外来レセプト（医科レセプト、調剤レセプト、入院レセプト）

の中から、一カ所のみ医療機関を受診している方は除き、2カ所以上の医療機関を受診

している方を対象に、医薬品数に応じて選定を行います。医薬品数にて選定した場合で

も、同じ医師が処方した場合は除きます。 

       また、注射は外来処置が含まれるため除くこととします。 

行動変容介入対象者は、併用禁忌、重複投薬（同一成分）（同様の効能効果）、の可能

性のある方を抽出します。 

選定基準より対象者の選定をシステムより行いますが、システムでは細かな医薬品

の判別ができない場合もあるため、市委託の薬剤師が目検により医薬品を確認し、対

象者の抽出を行っていきます。 

対象者選定基準の留意事項として、癌、婦人科疾患、指定難病、医療的ケア児、先天

性疾患、統合失調症などの精神疾患等の薬剤についての通知は、控える方向としてお

ります。 

対象者を1,000人とした経緯は国保連合会が管理するKDBシステムより、2カ所の医療

機関を受診され、15日以上の処方の薬剤が、8剤以上ある方を検索にかけた場合、約

1,300人検出されました。 

そのうち、先程も述べた、癌、婦人科疾患、指定難病、医療的ケア児、先天性疾患、

統合失調症などの精神疾患等の薬剤を服用されている方を除いた場合の予測人数とな

ります。また、行動変容介入対象者は他の自治体や健保組合で分析を行った場合に出て

きた重複服薬者の割合より算出しておりますので、医療機関の規模や、年齢層の違いな

どにより、人数の増減は考えられることから、このような幅で設定しております。 

事業の流れにつきましては、レセプトデータよりデータ分析を行い、対象者を抽出し、

個々の状況に応じた通知書の作成を行い、対象者へ通知書を発送いたします。 

通知書発送後すみやかに、重複服薬者に対し、市委託の薬剤師より電話もしくは面談

にて服薬指導を実施し、適正な服薬管理ができるよう支援を行っていきます。 

フォローアップが必要と判断した対象者には、重複多剤の解除に関する服薬状況等の

確認を行います。 

評価・効果測定として、通知書発送・電話、面談による服薬指導実施後、６カ月以内

に再度レセプトデータと突合を行い、重複服薬、多剤服薬の改善状況を確認していきま

す。 

重複服薬、併用禁忌がある方は問題となる状況が解消されたか、個別に検証行います。 



多剤服薬者は、減薬状況の検証とコストの効果、有効性の検証を行います。 

一人当たりの薬剤数と薬価換算を行い、事業効果についての評価を行います。 

      以上、簡単ですが、事業説明とさせていただきます。 

 

山口会長： ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、ご質問はございませんか。 

 

波戸委員： この事業でいくら位の予算を取っていますか。 

 

早野係長： 400万円の予算を取っております。 

      大阪府の交付金対象事業であり、100％交付される事業となっております。 

 

波戸委員： 一年間実施してみて、400万円の効果があったのか判定するということですね。 

 

早野係長： はい 

 

波戸委員： 効果はありそうですか。 

 

早野係長： 400万円の効果があるとはっきりとは申し上げることはできないと思います。あるよう

に頑張っていきたいと思います。 

 

波戸委員： 400万円の効果ということではなく、多剤・併用禁忌の方を減らしていくということが

目的ですね。 

 

早野係長： はいそうです。健康被害を少しでも抑えるために行うことが目的です。 

 

山口会長： 他にありますか。 

 

羽尻委員： 大阪府では他にどこの市が実施していますか。 

 

早野係長： 大阪府全体で、市が分析した課題に対する取組事業は 3 カ所、先駆的な取組事業は 1

カ所ときいていますが公に公開されていませんので、大阪府に問い合わせを行い回答させ

て頂きます。 

 

羽尻委員： 抽出される網かけの状態はだいたい足並み揃えておられるのでしょうか。 

何剤以上飲まれていることや、医師が同じであれば抽出しない等の情報交換はされてい

ますか。 

 

早野係長： そこまでは他市とは調整しておりません。市独自が課題とすることについての取組みで



すので、医師会、薬剤師会の先生方と相談をしながら勧めさせていただいております。 

 

小菓委員： 薬剤師が薬剤が重複しているかどうかの最終確認を行うとのことですが、どこの薬剤師

ですか。 

 

早野係長： 5月のプロポーザルで決定した株式会社日本医薬総合研究所の薬剤師です。細やかな薬

品まではシステムでは確認できないため、システムから抽出したデータを薬剤師が目で確

認し、通知書の発送を行います。 

 

小菓委員： この人は重複もしくは多剤とはっきり解った場合に本人に通知書を送るのですか。 

 

早野係長： 本人へ通知書を送ります。本人から薬局、かかりつけ医師のところにご持参していただ

きます。併用禁忌、重複服薬のリスクなある方は日本医薬総合研究所の薬剤師より電話・

面談にて支援を行います。 

 

小菓委員： 実際そのような通知書を医院に持参された場合、併用禁忌の場合は医師も薬剤について

併用禁忌にならないように一生懸命考えるが、例えば同じ胃薬の場合、どちらの医師も減

薬を拒否した場合の対応はどうしますか。 

 

早野係長： お薬手帳で管理し、医師に示し、医師にご協力していただきたいです。 

 

小菓委員： ご協力。それは難しいのでは。 

 

波戸委員： 同じ薬効であってもそれぞれ先生方がそれぞれが好きな薬もあるので、なかなか薬剤を

かえるのは難しいところがあると思います。その点をもう少し考えて事業を行うようにし

てほしいです。薬剤の量等について解ってもらうのがこの事業だと思うので、お金の問題

等ではないと思います。 

 

宮本委員： 委託先はそれぞれの市町村が決めるのですか。 

 

早野係長： 各市町村がそれぞれで決めます。 

 

山口会長： 他にありませんか。ないようですので、質問は締め切らせて頂きます。 

続きまして、その他の案件としまして、事務局より当日の配布資料について、説明お願い

します。 

 

久保田 ： 大阪府の発行しております黄色のチラシを、ご覧ください。 

課長代理  「アスマイル」とは、大阪府民の健康をサポートするアプリで、健康活動を記録するこ

とで健康管理だけでなく、健康ポイントが貯まって電子マネーが当たるなど、うれしい機



能が備わっております。健康ポイントには、資料裏面に記載の、「毎日の健康活動で貯ま

る抽選ポイント」と「市町村国民健康保険加入者限定の交換ポイント」がございます。 

国民健康保険加入者限定の交換ポイントについては、40 歳以上の加入者が対象となり、

特定健診を受診すると基本的に、自動付与される予定でございます。 

本事業につきましては、府が実施主体となって府内全域を対象とした取組みで、2019

年 1月 21日から大阪市・門真市・岬町が先行リリースを行い、10月の本格実施に向けた

モデル実施が行われております。 

本格実施に向けた市民の方への周知活動につきましては、更新保険証送付時にチラシの

同封を予定しておりますが、8月の市町村説明会までは未定でございます。 

 

山口会長： ありがとうございました。これについて質問がある方。詳しく解るのが８月以降とい

うことになりますね。 

 

久保田 ： 交野市は今まで織り姫ポイントがございましたが、今年度は取扱をされないというこ

課長代理 とで、大阪府のポイントの方に移行していくことになっております。 

この事業でどのような事業がポイントの対象となっていくのかということを含めまして、 

8 月以降の市町村説明会をもってきちんと決まっていく形となっております。広報等で

の周知もされると思いますので、それからの実施ということになりますので、よろしく

お願いします。 

 

山口会長： 詳しく解ってから、またご説明お願いします 

ご質問がないようですので、これで終了させていただきます。 

本日は、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。 

以上をもちまして、本運営協議会を終了させていただきます。 

本日は、皆様方のご理解とご協力をいただきまして協議会を円滑に進めることができ

ました。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


