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平成２８年度 第２回交野市国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１．開会    平成２９年２月１５日（水）午後２時００分 

 

２．閉会    平成２９年２月１５日（水）午後２時５５分 

 

３．出席委員  山口 幸三  会長 

        阪長 保   委員 

        古賀 よし枝 委員 

        代永 京   委員 

        矢寺 成次  委員 

        田中 政夫  委員 

        雲川 勝己  委員 

        宮本 芳昭  委員 

        波戸 良光  委員 

        小菓 裕成  委員 

        奥田 忠嗣  委員 

        辻本 康男  委員 

 

４．事務局   奥野 一志副市長・盛田 健一部長・西井 大介次長・ 

堤下 栄基課長・中井 妹衣子課長代理・西口 香苗課長代理 

早野 多恵子係長 

 

５．議事案件 ・平成２９年度国民健康保険特別会計予算案について 

       ・その他 

         資料１  国民健康保険料軽減判定所得の基準の見直し 

         資料２  後発医薬品の使用促進に関する取組みについて 

         追加資料 平成２８年度保健事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．議事内容 

 

山口会長： こんにちは。定時になりましたので開催させていただきます。 

 本日は平成２８年度第２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関わりもせず、ご出席賜りまして誠にありがと 

うございます。 

初めに、本日は傍聴を希望されている方が１名おられますので許可してよろ

しいでしょうか。 

      （異議なしの声あり） 

 それでは、ご異議がありませんので、傍聴を許可いたします。どうぞ、傍聴

者、お入りください。 

  （傍聴者入場、着席） 

 それでは、本日の会議に先立ちまして、委員の交代がありましたのでご紹介 

いたします。 

 公益代表として委嘱されていました西井委員が民生委員児童委員の改選があ 

りましたことから、退任されることになり、後任には古賀委員が委嘱されてお 

ります。古賀委員、よろしくお願いいたします。 

 

古賀委員： 古賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

山口会長： ありがとうございます。 

      これより、平成２８年度第２回国民健康保険運営協議会を開催いたします。

はじめに、理事者側を代表し、奥野副市長から挨拶を受けたいと思います。 

 

奥野副市長： 皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、交野市国民健康保険運営協議会にご

出席をいただき大変ありがとうございます。平素は何かと本市の行政にご尽力

をいただいておりますこと、この場をお借り申し上げまして、厚くお礼申し上

げます。さて、本市でも少子高齢化がかなり進んでおります。一昨年、平成 27

年度に国勢調査がございました。昨年、その結果の概要が報告されております。

前回の平成 22 年と比べまして、交野市の人口は約 1,250 人減っております。5

年前と比べまして約1.6％の減となっております。特に顕著に見られますのが、

65歳以上の人口でして、これが５年前と比べまして約４千人増となっておりま

す。65歳以上の人口が全人口に占める割合が２５％を超えました。これに比べ

まして、15 歳から 64 歳という生産者年齢人口は約 3,500 人減っております。

これは、全人口に占める割合が約 6割を切っております。14歳以下の人口は約

1,000 人減りまして、14％弱となっております。単純に、一人あたりの平均年



齢を出しますと 45.35歳、5年前は、43.23歳ですので 2歳弱、歳が進んでいる

ことになります。それに比較しまして、世帯の数につきましては、5 年前と比

べまして約 450世帯増えており、28,900世帯余りとなっております。内訳を見

ますと、1人世帯、2人世帯が合わせまして約 450世帯増えております。これに

比べまして、当然ではございますが 4 人以上世帯が減っております。やはり少

人数の世帯が増えてきた傾向がございます。私が危惧いたしますのは、世帯数

が減ることにより、防災や地域のコミュニティー力が減退する、それについて

はかなり危機感を持っております。また、合わせまして、各地域の最近の状況

を見ますと、昭和 40 年代後半から 50 年代にかけました、俗に言う新興住宅地

の開発地域、特に星田の山麓部についてですが、空き家が増えてきております。

次年度の予算で改めまして空き家の調査を開始する予定をしておりまして、対

策も併せてやっていきたいというふうに考えております。皆様方におかれまし

ても、このような情報、随時公表してまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

      本日の運営協議会でございますが、新年度の国保の予算を始め、報告事項 

合わせて 4件ございます。どうか、よろしくお願い申し上げ、挨拶といたし 

ます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

山口会長： ありがとうございます。それでは、委員の出席状況を事務局から報告願いま

す。 

 

中井課長代理： 本日の出席状況を報告いたします。中村委員につきましては、欠席の連絡が

ありました。現在、委員定数 13名中 12名の出席でございます。これは本運営

協議会規則第 7条により本運営協議会は成立しています。以上で報告を終わり

ます。 

 

山口会長： はい、ありがとうございます。続きまして、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

せていただきます。公益を代表する阪長委員と保険医・保険薬剤師を代表する

辻本委員を指名いたしますのでよろしくお願いします。 

      それでは、このたびは諮問案件がありませんので、早速、本日の議題に入り

たいと思います。 

      議題に入ります前に、事務局より保健事業関係の追加資料が提出されており

ますのでご確認ください。 

      それでは、平成２９年度国民健康保険特別会計予算案について説明していた

だき、その後、その他案件について説明をお願いすることとします。事務局、



まず、予算案につきまして説明をお願いします。 

 

堤下課長： それではまず、予算を算出する基礎となります、現時点における「平成 28

年度決算見込み」についてご報告いたします。 

       現時点におきましては、まだ２月中旬ということで、見込みきれない部分

も多々ありますので、全体的な傾向をご報告させていただきます。 

まず、歳入におきましては、国庫支出金及び療養給付費等交付分の交付が

見込みより多く見込まれるものの、歳出におきまして、療養給付費や高額療

養費などの医療費が伸びておりまして、保険給付費については、多くなるも

のと見込まれます。 

       これらのことから、今現在の決算見込みですが、２８年度単年度の決算見

込みでは、若干の赤字になるのではないかと予想しております。しかし、昨

年までの黒字の繰越金が若干ございますので、最終的な実質収支では、少額

ながら黒字に収まるのではないかと見込んでおります。 

       それでは、平成２９年度国民健康保険特別会計予算案につきまして、ご説

明させていただきます。お手元の資料の国民健康保険特別会計予算（案）を、

ご覧いただきたいと思います。８ページをお開きください。 

       まず、保険給付の基礎となります被保険者数でございますが、人口減少に

加え、国保から後期高齢者制度へと移行される方が多いため、被保険者は減

少傾向にございます。 

       表をご覧ください。平成２９年度の推定の一般被保険者ですが、13,100 人

と、７０歳以上の高齢者 4,200 人を併せまして 17,300 人で、前年度と比べ、

1,100人の減少を見込んでおります。 

 退職被保険者につきましては、平成 27 年 3 月末に制度が廃止されまして、

新規の加入による増加がないため前年度より 200人減の、250人と見込んでお

ります。全体の被保険者では昨年から 1,300人減の 17,550人と見込んでおり

ます。 

       また、その内、40歳から 64歳までの介護２号被保険者を、前年度より 250

人減の 5,250人と見込んでおります。 

       それでは、先に、歳出予算から主な内容を説明させていただきます。 

１ページ戻っていただき、７ページをお開きください。 

各項目の詳しい算出式等は８ページ以降に載せておりますが、それらをま

とめた表になりますので、こちらで説明させていただきます。 

一番上の総務費、主に事務費にかかるものでございますが、平成３０年度

からの国民健康保険の都道府県化、広域化のためのシステムの改修が必要と

なること等から、８０６万４千円増の１億１千６５０万４千円を計上してお



ります。 

次に、歳出の大部分を占めます保険給付費でございますが、年々増加して

おりまして、来年度におきましても、保険給付の増加を見込んでおります。

また、被保険者数は減っているものの、高齢化、医療の高度化などにより一

人当たりの医療費が伸びていることから、保険給付費全体で、前年度より２

億１千４４８万２千円の増の６２億４５８万８千円を計上しております。 

続きまして、その下の後期高齢者支援金等でございますが、こちらは、７

５歳以上の後期高齢者の医療費に対して７４歳以下の世代が負担するものと

なります。後期高齢者において、人数の増加、医療費の伸びがあり、年々増

加しておりますが、２９年度につきましては、前々年度の拠出金の精算額が

多く返還となることから、前年度より２千５４５万４千円減の９億５千９０

０万７千円を計上しております。 

次に、３行下の介護納付金でございますが、こちらは６５歳以上の方が受

けられる介護サービスの費用に対して４０歳から６４歳の世代が負担するも

のですが、こちらも後期高齢者支援金と同様に、前々年度の精算で返還があ

りますことから、前年度よりも１千１３０万１千円減の３億２千６１０万円

を計上しております。 

次に、共同事業拠出金でございます。こちらは、大阪府下のすべての市町

村がその財政力や加入者の割合に応じて拠出金を出し合ってプールし、実際

に支払った医療費に応じて市町村へ交付される事業であります。 

こちらの拠出金については、府下全体で医療費が伸びていることから、前

年度より３千９３４万８千円増の２３億５千７０７万９千円を計上しており

ます。 

次に保健事業費でございますが、例年の特定健診・特定保健指導に要する

費用の他、第 3期特定健康診査等実施計画作成にかかる費用を計上しており、

昨年度より４５０万円増の５千９９７万１千円を計上しております。 

歳出合計といたしましては、１０２億１千３４４万８千円となりまして、

前年度より、２億３千８８９万４千円の増加でございます。 

続きまして、歳入予算につきましてご説明申し上げます。資料のほう、戻

っていただいて、１ページをお開きください。各項目の詳しい算出式等は、

歳出同様次ページ以降に載せておりますが、それらをまとめた表になります

ので、こちらで説明させていただきます。 

上段の保険料でございますが、被保険者数が減少しておりますので、それ

に伴い、保険料収入も減少いたしますので、６千９６８万６千円減の１９億

１９４万５千円を計上しております。 

１行飛ばしまして、国庫支出金でございますが、医療費が伸びていること



から、国から交付される額も増額される見込みでありまして、９千３４３万

７千円増の１８億１千６３５万３千円を計上しております。 

次の療養給付費交付金でございますが、退職者にかかる交付金でございま

して、退職者の歳出合計が減少しておりますので、こちらにつきましても減

少するもので５千３２万４千円減の５千６８２万８千円を計上しております。 

次に、前期高齢者交付金でございますが、こちらは６５歳以上の高齢者に

係る交付金でございまして、前期高齢者におきましても医療費が伸びている

ことから、３億４千５７６万円増の３０億８千２７８万３千円を計上してお

ります。 

次に、１行飛びまして、共同事業交付金でございますが、先ほど歳出のと

ころでもご説明いたしましたが、大阪府下の市町村で拠出金を出し合い、実

際の医療費に応じて交付されるものですが、平成 29年度においては、交付金

の減少が見込まれ、９千２０７万２千円減の２０億３千５００万円を計上い

たしております。 

次に、繰入金でございます。保険料基盤安定につきましては、軽減された

保険料を補てんする繰入が４０９万５千円増の３億３千２０４万５千円を計

上しております。 

次に、その下の基盤安定保険者支援分でございますが、こちらは、財政基

盤が弱い国保財政に対して国、府及び市が、各保険者の低所得者数に応じて、

財政支援を行うものでございますが、８７万６千円減の１億７千１２４万７

千円を計上いたしております。 

その他、職員給与費等分や出産育児一時金などの法定繰入金と、その他と

して市独自の繰り入れで、保険料減免に対する法定外繰入金を合わせまして、

７億４千２５３万８千円を計上しております。 

以上、歳入合計と致しまして、１０２億１千３４４万８千円になります。 

以上、簡単ではございますが、平成２９年度国民健康保険特別会計予算案の

説明とさせていただきます。 

 

山口会長： ただいま事務局より、平成２９年度予算案の説明がありました。これより質 

疑をお受けします。何か質問はありませんか。 

     （質問なし） 

山口会長： ご質問がないようですので、続きまして、事務局からその他案件についてお 

願いします。 

 

西口課長代理： それでは、その他案件としまして、資料１、資料２、追加資料について、続け

てご説明させていただきます。 



      まず、資料１、国民健康保険料軽減判定所得の基準の見直しについてでござ 

います。 

昨年末に平成 29年度税制改正の大綱が閣議決定され、そこで国民健康保険税

の軽減判定所得の基準引上げが決まりました。 

それを受け、国民健康保険料でも同様の引上げを行います。 

今月中に、国民健康保険法施行令が改正されることとなっており、本市にお

きましても、その改正を待って、3月議会中に本市条例の改正案を上程する予定

となっています。 

 当初は、この軽減判定所得の基準の引上げとともに、保険料の限度額につい

ての引上げも検討されていましたが、最終的には、限度額は、29 年度は据え置

かれ、30年度に再度、引上げが検討されることになったものです。 

軽減判定所得の 2 割軽減、5 割軽減の基準引上げは、平成 26 年度以降 4 年連

続となっております。 

      保険料といいますのは、所得に応じて計算する所得割、世帯の加入者数に応

じて計算する均等割、そして、世帯あたりにかかる平等割により構成されてお

ります。 

この軽減判定は、そのうちの、均等割、平等割が、世帯の合計所得が一定基

準以下の場合、自動的にそれぞれ 2割、5割、7割と軽減され、保険料が算定さ

れるものです。 

 資料１の一番下の表、平成 29年度分のところをご覧ください。 

      所得基準額の欄には軽減判定所得の基準となる額の計算方法が記載されてお

り、今回、この基準額について、2割軽減は現行の 48万円から 49万円に、5割

軽減は現行の 26 万 5 千円から 27 万円に、それぞれ引き上げる見直しとなるも

のです。 

      では、どれくらいの収入の世帯がこの軽減の対象になるかと言いますと、こ

こでは、３人世帯を例とした場合の、対象となる給与収入額を上げています。 

      2割軽減ですと、給与収入約 283万円以下の世帯が対象となり、これは所得に

換算しますと約 180万円以下ということになります。 

      5割軽減ですと、給与収入約 188万円以下の世帯が対象となり、これは所得に

換算しますと約 114万円以下ということになります。 

      この所得は、すなわち所得基準額の欄の計算式において、被保険者数を 3 人

として計算した額ということになります。 

      7割軽減の所得基準額は、この表のとおり変更はありません。 

 次に、対象世帯数ですが、29 年度の対象世帯数は、28 年度と同じ時点での、

世帯数、所得に対して、このたび見直される基準額でみた場合の、対象世帯数

を記載しております。 



      28年度の数値と比較しますと、この見直しにより、2割軽減、5割軽減ともに、

わずかではありますが、軽減の対象となる世帯は増えるものです。 

 軽減される保険料相当額の財源としましては、大阪府から４分の３、市一般

会計から４分の１が基盤安定繰入金として補てんされることとなっております。 

 以上が資料１の説明となります。 

 

続きまして、資料２、後発医薬品の使用促進に関する取組みについてでござ 

います。 

後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用促進に向けた取り組みとし

まして、一昨年の 8 月より新たに「後発医薬品差額通知」の送付を始めている

ところです。 

厚生労働省は、一層の、後発医薬品の使用促進を図るため、平成 27年 6月の

閣議決定において、数量シェアについて、平成 29 年度中に 70％以上、平成 30

年度から 32年度の間に 80％以上とする数値目標を設定しました。 

別表 1をご覧ください。 

これは平成 28年 9月診療、10月審査分のレセプトのデータから求められた数

値です。大阪府の平均は 62.08％、本市は 62.63％となっています。 

大阪府下では、平均よりすこしだけ高い数値となっています。 

これまでも、広報等での啓発、後発医薬品希望シールの配布など、使用促進へ

の取組は行っているところですが、今後も引き続き、取組が必要だと考えてお

ります。 

また、平成 30年度の広域化も目前となってきましたが、この国保制度の改革

のなかで、医療費適正化を通じて医療保険制度の持続可能性を高めるため、保

険者の強力なインセンティブ付けを行うことを目的に、「保険者努力支援制度」

が創設されます。 

これは、医療費適正化に積極的に取り組む保険者に支援金が交付されるとい

うものです。 

その評価の指標の一つとして、後発医薬品の使用促進に関する取組みが挙げ

られています。 

広域化された後も、保険者としてどのように医療費適正化に取り組んでいく

のか、重要視されることから、後発医薬品の使用促進への取組についてもより

一層の努力が必要となるところです。 

それでは、差額通知の効果について説明させていただきます。 

差額通知は 8月と 2月の年に 2回送付しており、対象者の抽出につきましては、

ここに書いてありますとおり、一定の条件を設けております。 

費用としましては、通知書作成委託料として１件につき 16.8円、そして、郵



送代として、1通につき 69円が必要となります。 

対象者の抽出、通知書の作成につきましては、連合会に委託しており、その

費用については、全額、国庫補助があります。 

よって、この事業の市の持ち出しの費用としては郵便代のみとなります。 

それでは、通知ごとの効果額についてみていきます。一昨年 8 月に送付した

通知についてみていきます。 

平成 27 年 5 月診療、6 月審査のレセプトをみて対象者を抽出し、その対象者

について、翌月の 6 月診療、7 月審査分から 1 年間、対象者のレセプトを追い、

月ごとの効果額と切替人数を表したものが、この表ということになります。 

ここでの効果額は、被保険者の窓口負担分と保険者負担分を足した額となっ

ています。 

1年間では約 240万円程度の効果があったことがわかります。 

別表２をご覧ください。ここでは効果額を被保険者の窓口負担分と保険者負

担分とに分けて表記し、1年間の推移を表しています。 

裏面をご覧ください。ここでは、切替人数を男女に分けて表記し、1年間の推

移を表しております。 

切替人数ですが、同じ人が一度切り替えて、その後ずっと後発医薬品を使用

した場合は、月ごとの切替人数にはその人分は毎月カウントされていくことに

なります。 

仮に、2カ月間は切り替えて、その後はまた先発医薬品に戻したということな

ら、2カ月はカウントされ、その後はカウントされないということになります。 

あくまで、月ごとのレセプトをみて、その月に切り替えているかどうかでカ

ウントした数値となっています。 

よって、切替人数については、1年間分を足すことはできないもので、この通

知により、最終的には 90人くらいの人がジェネリック医薬品に切り替えてもら

えたものという見方になります。 

②平成 28 年 2 月の通知、③平成 28 年 8 月の通知についても、同様に見てい

ただければと思います。 

ただし、この 2 つの通知は、現時点では、どちらも 1 年間には満たないデー

タとなっています。 

この通知は、対象条件に該当し、ずっと切替をしない人については、何度も

通知されることになります。 

同じ条件で対象者を決めている限り対象者は大きく変わることはありません

ので、何らかの理由で切替できない人や切替えの意思のない人に何度も通知が

送られることとなり、効果はだんだんと低くなっていくものと考えます。 

そういったことから、3 回目の通知、平成 28 年 8 月通知分の効果額や切替人



数は、前の 2つと比較し、低い数値となっているものと思われます。 

今後は、対象者の抽出にあたっては、対象となる条件を変える、また、同じ

人には一定回数以上は送付しない等の条件を付与するなど、改善も必要となる

ところですが、差額通知による効果は一定あるものと考えております。 

今後も成果を確認しながら、後発医薬品の使用促進に関する取組を行ってい

きます。以上で資料２の説明を終わります。 

 

古菓委員： 資料ごとに質疑の時間を取ってもらいたい。 

 

山口会長： それでは、資料１と資料２の説明が終わりましたので、質疑を受けたいと思

います。質問はありますでしょうか。 

 

矢寺委員： これは患者向けに出している通知ですよね。お医者さん側に、ジェネリック

医薬品を処方するよう働きかけをした方が効果があるのではないか。お医者さ

ん側に一般名で処方してくれるようお願いするなど、患者側に対してだけでな

く、お医者さん側に働きかける方法もあると思います。 

 

堤下課長： お医者さんへの働きかけが、より効果的であるところもあるかと思われます

ので、その点については、今後また検討したいと思います。 

 

古菓委員： 今、一般薬の方が儲かると言われましたか？ 

 

矢寺委員： 儲かるということではなく、処方箋を一般名で書いていただいたら、薬局の

方で、その一般名でのジェネリックを出すようになると思うのですが、お医者

さんが先発医薬品の薬品名で書くと、薬局側もその先発医薬品を出すことにな

ると思います。 

      なので、お医者さんが一般名で書いてくれると、薬局側もジェネリックを出

しやすいのではないかと思います。 

 

古菓委員： それは、過去から、何年も前から後発医薬品は発売されておりまして、厚労

省等から通知があるものですから、皆さん、ご存じです。ですから、変える、

変えないは、患者さんとドクター双方の話し合いで決めるもので、そういうこ

とを新たに行ってもあまり効果はないと思います。 

 

山口会長： 皆さんのお宅には、ジェネリック希望シールをもらっていますよね。それを

貼って、患者の方からお願いして、薬局に出してもらうという形で、黙ってい



たら先発医薬品になりますので、今後、そういうことが徹底されていけば、ジ

ェネリックを大いに利用することになろうかと思います。 

 

矢寺委員： さきほど、お医者さんと患者さんとで話し合いと言われましたが、実際には、

どの薬を出すといった話し合いはあまりないと思います。やはり、一般名で処

方してもらった方が、それは、神経薬とか一定線引きはあると思いますが、そ

れ以外の薬であればいけると思います。 

 

山口会長： 今後は、このようなご意見も参考に、検討していただければと思います。 

 

堤下課長： 検討させていただく中では、医師会の方ともご相談させていただきながらと

いうことになります。 

 

山口会長： 他にありますか。 

 

小菓委員： 3回に渡り差額通知をされていますが、全て送っている人は違うのですか。 

 

西口課長代理： 重なっている人はいます。対象となる条件で抽出したレセプトを見て、通知す

る対象者を決めていますので、重なっている人は、大半と言うと言い過ぎですが、

かなりの人が重なって通知されています。 

 

小菓委員： そうすれば、②と③、同じ月が表記されていますね。それはどういうふうに

カウントしているのですか。なぜ、分けてカウントできるのですか。 

 

西口課長代理： これは、通知ごとの対象レセプトを見て、このような表記になっているのです

が、先生がおっしゃられたとおり、中には重なっている人はいます。たとえば、

②の通知の平成 28年 11月のところで切り替えたということであれば、この効果

額の 236,109円の中にも、この 79人の中にも、③の 11月のところの中にも、ど

ちらにもカウントされていることになっています。 

 

小菓委員： だから、なぜ別で数えることができるのですか。同じ人でしょ。 

 

西口課長代理： 同じ人です。通知ごとで効果を見るというものですので、同じ人に 3回通知を

送ると、同じ人のレセプトを 3回分見ることになります。通知ごとの効果額とい

う表記になっていますので、何度も通知されている人については、同じレセプト

を何度も足すことになります。 



 

小菓委員： そしたら、だぶった月ではなく、③では平成 28年 8月からのスタートにすべ

きではないですか。②の方は平成 28年 6月に切ればいいのではないですか。 

      そうなれば、半年の集計となりますよ。 

 

西口課長代理： これは 1年間の効果額を見るという意味の集計ですので、確かに重なることに

なります。 

 

小菓委員： その 1 年の途中の半年後に、また同じ人に送っている可能性があるんですよ

ね？その人はダブルでカウントされてますよね？だったら意味がないですよね。 

 

西口課長代理： ただ、同じ人じゃない人もいますので、その人たちについても 1年間の効果を

追いたいということですので 

 

小菓委員： なので、単月のトータル人数だけを見てればいいのではないですか。 

      なぜ、同じ月なのに、②の 79人、③の 38人と違う数字になるのか。 

 

西口課長代理： これは、②の通知対象者 677人のレセプトを 1年間見ての数値です。③につい

てもその時点での対象者のレセプトを追っていくことになるものですので。 

 

小菓委員： 2つともごっちゃになっているということですね。そうであれば、全く検討で

きないですね。 

 

西口課長代理： なので、効果額を全て足して、全体の効果額を見るということはできないので

すが、1回の通知でこれぐらいの効果がありましたよという見方をしてもらいた

いです。 

 

小菓委員： それもできない。いろんな人数がだぶっているので。 

 

西口課長代理： 切り替えた人が、1 回目の通知で切り替えたのか、2 回目の通知で切り替えた

のかは、正直なところ、おっしゃられる通り、はっきりとはしない集計方法とな

っています。 

 

小菓委員： 調剤の処方には、1月処方の人もいれば、2月処方の人も 1週間処方の人もい

ます。どこにどの分がカウントされているかは全くわからない訳ですか。 

 



西口課長代理： はい。それはわからないです。レセプトごとですので。 

 

小菓委員： 非常に解釈不能な表記ですね。 

      しかも、あなたたちは、あくまで、薬の変わった数、もしくは、薬価額だけ

で計算していますが、後発品に変えたことによる副作用はゼロではない、もち

ろん先発品もゼロではない。その辺のことに関する追加の検査、そういったこ

とも、本当は含めて足した上で効果としてどうなるかということを勘案しなけ

ればいけない。あくまでこれは、薬代だけの話ということです。そこをわかっ

ておかなければいけない。以上です。 

 

山口会長： 先生のご意見を参考にして、わかりやすい資料の作成に努めてもらえたらと

思います。 

他にありますか。それではないようですので、追加資料の説明にいきたいと

思います。 

 

早野係長： それでは、追加資料をご覧下さい。  

特定健康受診率と保健指導実施率についてご報告致します。 

交野市では受診方法として、ゆうゆうセンターで行うセンター健診と、医療

機関で行う医療機関健診があります。 

平成２８年４月１日時点の国民健康保険資格者 12,831人に特定健康診査受診

券を 4月上旬に発送しました。 

市第 2期特定健康診査等実施計画における 27年度の特定健診受診率の目標値

は 50％となっていますが、平成 27 年度の特定健診受診率は 30.8％となり、平

成 26 年度より 0.9％減少しています。保健指導実施率は、69.5％と目標値をク

リアーしています。 

次に平成 27年度の特定健診の結果より、生活習慣病にかかるリスクがない割

合は１４%と低く、リスクを抱えた人の割合が 86％となっています。血圧・血糖、

脂質において保健指導判定値が 20.9％、受診推奨判定値 25.5％、服薬中が 39.6％

となっています。 

平成 27 年度早期介入事業の結果より、HｂA1c、体重減少、腹囲減少、BMI の

改善、意識改革がみられ事業実施効果があったと考えられます。 

高齢化率と医療費（医科のみ）の伸びですが、高齢化率上昇に伴い 1 人当た

りの年間医療費も増加しています。医療費は 4年間で 12.1％増加しています。 

 続きまして、健診受診者と、健診未受診者との生活習慣病等一人当たりの医

療費は特定健診受診者及び、特定健診未受診者ともに年々上昇しています。  

未受診者は受診者に比べて医療費が約 7.5倍かかっています。28年度は 10月時



点の受診者の医療費ですので、医療費は低くなっていますが、3月末には約 5,700

円の医療費が予測できます。 

続きまして、裏面にうつります。 

平成 28年度に実施している未受診者対策事業、早期介入事業、糖尿病性腎症重

症化予防事業についてご説明します。これらの事業は国の補助事業であり 2 年

間の事業につき、昨年に引き続き事業を行っております。 

      まず、未受診者対策事業について説明を行います。交野市国民健康保険加入

者 40歳～74歳未満の方を対象に特定健診未受診者対し、受診率向上を目的に受

診勧奨を行っています。 

6 月時点で健診未受診者 12,019 人を対象に圧着ハガキにて受診勧奨通知を送

付し、その後電話、星田地区のみ訪問にて受診勧奨を行いました。受診勧奨は 7

月～8月、11月～1月の 2回に分け実施し、電話勧奨では有効架電数が 6,000件

を目標に行い現時点で 5,410件の集計が終わっています。星田地区は 11月に 177

件の訪問を実施し、1月に星田地区にて地区健診を実施しました。 

平成27年度からの変更点は地区健診を梅が枝地区の1カ所から、向井田地区、

星田地区と２カ所増やし３カ所で開催しました。各健診定員50名のところ、梅

が枝地区は34件、向井田地区37件、星田地区47件とどの地区においても定員割

れとなりました。 

  続いて、早期介入事業について説明します。医療費の占める割合が高い高血

圧、糖尿病リスクがある方を対象に早期より予防していくことを目的に実施し

ています。 

血圧・血糖値が保健指導判定値の方、2,399人へ案内発送し、152人の方が教

室に参加しています。 

27年度からの変更点は対象者選定時に検査結果が保健指導判定値と選択基準

をそろえ、教室も血圧教室と糖尿病教室の別々の開催ではなく、血圧・糖尿病

教室として開催しました。 

服薬中、受診推奨判定割合が、保健指導判定値から受診推奨判定値への移行

率が抑えられるよう開催しています。 

 続きまして、糖尿病性腎症重症化予防事業について説明します。 

腎不全による人工透析への進行予防及び遅延を目的に医療機関と連携し重症化

の予防目的に実施しています。 

空腹時血糖、HｂA1c、尿検査において基準値以上の方、50人に対し各主治医

の先生に相談しながら、対象者の方に案内発送を行いました。主治医の先生の

紹介を含み8人の方に参加して頂いております。支援は主治医の指導に基づき

集団教育、電話等による保健指導等を行っています。 

27年度からの変更点は訪問指導を中止し、意識の共有を目的に集団教育を取



り入れ、グループ支援を行っています。指導実施者の人工透析移行率０％を目

標にし、現時点では昨年度の指導を実施した方が人工透析に移行した方はおり

ません。 

課題と目標につきまして、特定健診・特定保健指導につきましては40歳から

64歳までの若い層の受診率が22.4％と受診率が低いため、40歳代の受診勧奨方

法を工夫し、若い層の健診率を２５％以上向上させたいと考えています。 

また、医療費削減に向け、生活習慣病改善の教室や個別指導を行い保健指導

判定値から受診推奨判定値への移行率を抑える様な事業を行っていきます。 

また、慢性腎不全リスク保有者に対し1年間に3人増えていることから、支援

実施者の、人工透析移行率０％に取り組んでいきます。 

今後に向け、国保改正に伴い、保険者努力支援制度が創設され、保険者とし

て、強力なインセンティブ付けが行われることからも、保健事業においてもよ

り積極的な取組を行っていきます。 

また30年度にむけ、第3期特定健康診査等実施計画、第2期データヘルス計画

策定に向け取り組んで参りますので、今後もご指示、ご協力をよろしくお願い

たします。以上で報告を終わらせて頂きます。 

 

山口会長： はい。ありがとうございました。ただいまの追加資料について何か質問があ

りましたらお願いいたします。 

 

辻本委員： 糖尿病性腎症重症化予防事業の基準値となるヘモグロビンや尿検査は、特定

健診の検査数値で見ているのですか。 

 

早野係長： 平成 27年度の特定健康診査を受診された方の中から抽出しています。 

 

辻本委員： この事業の参加人数 8人とありますが、この事業はいつされているのですか。 

 

早野係長： 平日に開催しています。 

 

辻本委員： 平日だったら、働いている人は行けないということですね。はい。わかりま

した。 

 

山口会長： 他に質問ありませんか。 

 

小菓委員： はい。表面の、健診受診者と未受診者の比較のところですが、それぞれ 1 人

当たりの医療費とあり、10 倍ぐらいの差がありますが、おそらくこれは、未受



診者の中には病気にかかっておられ、もともとお薬を飲んで治療されておられ

る方がいるのだと思います。受診者というのは、まだそんなに病気を持ってお

られない方が多いと思いますので、本当はそれぞれのデータが必要です。受診

者で通院等されて病気を持っておられる方、もしくは病気のない方、それぞれ

のデータ、未受診者で病気で通院されている方と病気のない方、それぞれのデ

ータを見ないと全くわからないです。そういった表はないのですか。 

 

早野係長： 1枚、1枚レセプトを見て、レセプトから分析すればわかるかもしれませんが、

この KDBシステムではそういったデータはありません。 

 

小菓委員： ないなら、どうしようもないです。 

 

山口会長： 他にありますか。それでは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。なお、会議録等の文書整理につきましては会長に一任ということで

ご異議ございませんか。 

     （異議なしの声） 

      それでは、そのようにさせていただきます。その他、事務局、何かありませ

んでしょうか。 

 

盛田部長： 本日はご参集の上、ご審議いただきましてありがとうございました。本日い

ただきましたご意見等につきましては、国保運営に反映させていきたいと考え

ております。また、今回、委員様の入れ替わりがございましたが、この後、特

別な案件がない限りは各委員様の任期がこの 3 月末まででございますので、実

質的にはほぼ任期満了という形になります。任期中は国民健康保険という社会

保険制度の運営の一翼を担っていただきまして誠にありがとうございました。

また、次期委員の選任につきましては、再任も含めましてお願いする可能性も

非常に高いと考えているところでございまして、その節はなにとぞよろしくお

願い申し上げます。以上でございます。 

 

山口会長： ありがとうございます。 

      本日は長時間に渡り慎重なるご審議を賜り誠に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。委員の皆様に

おかれましては、深いご理解を賜りまして、円滑に会議が終了できましたこと

をお礼申し上げます。本日はありがとうございました。 

 

 


