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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名称 平成３０年度第２回東村山市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 平成３１年１月３０日（水）午後１時３０分～午後２時４５分 

開 催 場 所 北庁舎１階 第２会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

 

●出席者： 

（委   員）鴫原健二会長・長島文夫委員 

武田紀子委員・水越久吉委員 

松尾雄三委員・田中光枝委員 

黒田克也委員・水谷良子委員 

高島常夫委員・唐見和男委員 

田中一義委員・小林美緒委員 

村山淳子委員・飯田規央委員 

金澤善一委員 

 

 

（市事務局）山口健康福祉部長・花田健康福祉部次長 

清水保険年金課長・進藤保険年金課長補佐 

東保険年金課国保税係長・菅野医療費適正化担当主査 

加賀保険年金課国保給付係長 

保田保険年金課主事 

 

 

●欠席者： 

（委   員）大井芳文委員・柳田秀文委員 

 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴 

者数 
０人 

 

会 議 次 第 

 

 

１．委嘱状の交付 

２．会長・会長代行選出 

３．国民健康保険運営協議会の公開方針について 

４．報告事項 

・保険給付費の現状 

・均等割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直し 

・第１期データヘルス計画報告 

５．その他 

 

問い合わせ先 

 

健康福祉部保険年金課国保給付係 

電話番号   ０４２－３９３－５１１１（内線２５３３） 

ファックス番号  ０４２－３９３－６８４６ 
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会  議  経  過  

 

１．委嘱状の交付 

○事務局 

本日は、第３０期の委員の委嘱をさせていただく。 

 

市長が他公務で欠席のため、副市長より委嘱状交付 

 

  ≪各委員自己紹介≫ 

 

〇副市長 

  本年度からの大きな課題である国保運営の都道府県化であるが、国からの情報の正確

な把握や東京都との連携・協議、さらには近隣市等との連絡体制の確保などにより、被

保険者の皆様の保険の利用に影響がないよう取り組みを進めた結果、ご迷惑をかけるよ

うな状況には至っていない状況である。 

しかし、運営側の事務の進め方や、財政的な仕組みは平成２９年度以前とは大きく変 

わったうえ、当市の国保特別会計は被保険者数の減少と、医療費総額の増加傾向が続く 

中、大変厳しい状況にあるのは変わりない。平成２９年度は黒字決算を迎えられたが、 

一般会計からの赤字繰入金は１２億４千万円と高い水準であることから、引き続き財政 

健全化を一段と進めていく必要があるものと強く考えている。 

  委員の皆様には適宜報告、ご意見をいただきながら、適正、的確な事務執行に努めて

まいるので、引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し上げる。 

 

≪副市長退席≫ 

 

２．会長・会長代行選出 

○事務局 

当協議会を運営するための会長と会長代行をお願いしたい。国民健康保険法施行令第 

５条に基づき、公益代表の方から選出することになっている。慣例に基づき、公益代表 

委員の方から推薦させていただき、ご審議いただきたい。事務局案として、会長には第 

２９期会長をお勤めいただいた鴫原委員に引き続きお願いしたいが、皆様はいかがか。 

 

  ≪複数から「異議なし」の声あり≫ 

 

ありがとうございます。 

  続いて会長代行だが、事務局案として第２９期に会長代行を務めていただいた長島委

員を推薦したいが皆様いかがか。 

 

  ≪複数から「異議なし」の声あり≫ 

 

  ありがとうございます。新会長は鴫原委員、会長代行は長島委員に決定させていただ 

く。 

   

  ≪会長挨拶≫ 

 

  ≪事務局紹介≫ 
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○事務局 

欠席 大井委員、柳田委員 

 

国保運営協議会規則第７条に定める通り定足数に達しているので本日の会議が成立す

ることを報告する。 

これからの会議の進行については会長にお願いする。 

 

○会長 

  平成３０年度第２回東村山市国民健康保険運営協議会を開催する。 

   

   署名委員 小林委員、村山委員 

 

３．国民健康保険運営協議会の公開方針について 

 

○会長 

  本日の傍聴の意向があれば許可する。事務局より傍聴の確認をお願いする。 

   傍聴者０人 

 

４．報告事項 

○会長 

  「保険給付費の現状」について事務局より説明願う。 

 

○事務局 

  保険給付費の現状について説明させていただく。保険給付費については療養費、療養

給付費、高額療養費、高額介護合算療養費の合計の金額となる。平成２９年度の保険給

付費は、決算ベースでは１０３億２千４０７万６千６２３円になる。平成２９年度の平

均被保険者数３万５千７７８人で割ると、２８万８千５６０円となる。なお国民健康保

険事業年報では、返納金等が相殺されるので、そちらの金額だと１０３億２千３５３万

７千６円で、一人当たりの医療費は２８万８千５４４円となる。 

平成３０年度１２月末時点までの保険給付費になると、６９億２千７３６万４千７６

６円となる。この金額を１２月までの被保険者数の平均３万４千２７８人で割ると、２

０万２千９４円となる。平成３０年度末の保険給付費の推定は、１０２億７千５３７万

９千３８２円となる。一人当たりの医療費は２９万９千７６６円と推定している。平成

２９年度と平成３０年度を比較すると、１２月までの金額と年度末の金額ともに減少し

ているが、一人当たり医療費は増加している。一人当たり医療費の増加は医療の高度化

と被保険者の高齢化によるものと推測する。 

 

○会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

○委員 

一人当たり医療費が被保険者の減少より高まるということも言える。平成２９年度か 

ら平成３０年度にかけて１千人近く減っているが、この要因は後期高齢者への移行、７ 

５歳に達したかたが多くなっているという理解でよいか。 

 

○事務局 

  ご意見のとおり、毎月１００人程度後期高齢者医療制度へ移行している状況である。
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来年、再来年あたり、終戦前後生まれの方々が７５歳に到達する時期であり、数の減り

方が若干鈍化するのではないかと予測はしているが、長期的な傾向は変わらない。団塊

世代が７０歳以上を迎える。医療費は高齢化するほどかかるものであるので、一人当た

りの医療費は上がっていくのではないかと予測している。 

 

○会長 

平成３０年度末の医療費については推定であるので、正しい数値が出れば、報告があ

ると思われる。 

質問意見等がなければ、次に移る。 

  報告事項「均等割に係る旧被扶養者減免の減免期間の見直し」について説明願う。 

 

○事務局 

旧被扶養者とは、被用者保険に加入していたかた、例えば世帯主が、７５歳になり後 

期高齢者医療制度に移行することに伴い、国民健康保険に入ることとなったこれまで被

扶養者だったかた、例えば妻のことを対象としている。この対象者には当面の間として

申請により所得割額を全額、均等割額を半額に減免措置してきたが、平成３１年度より

均等割額の減免期間を本則である「資格取得日の属する月以後２年」と見直しを予定し

ている。なお所得割額については、引き続き当面の間、減免を継続する予定である。こ

の減免措置は、後期高齢者医療制度発足時に激変緩和措置として、後期高齢者医療制

度・国民健康保険制度ともに制定されたものであるが、世代間、世代内の負担の公平を

図り、負担能力に応じた負担を求める原則のもと、後期高齢者医療制度においては、平

成２９年度から段階的に見直しており、平成３１年度からは均等割額の５割軽減につい

て、同様に「資格取得日から２年間」とする本則対応に戻ることとされている。 

今回の改正はこれにあわせるよう、国から通知があったことに基づくものであり、３

月議会でご審議いただく予定である。 

その他の国民健康保険税に係る改正予定を報告させていただく。 

昨年１２月に平成３１年度税制改正大綱が閣議決定され、国民健康保険について２点 

の改正が盛り込まれた。 

１点目は課税限度額についてである。これまで医療分５８万円としていたものが、６ 

１万円に引き上げが予定されている。 

２点目は軽減判定所得の引き上げである。５割軽減の対象となる軽減判定所得の基準 

について、被保険者の数に２７万５千円乗じていたものを、２８万円に引き上げ、同様 

に２割軽減について、５０万円を５１万円に引き上げを予定している。 

これらについては、政令の公布を待ってからの条例改正となることから、議会におい 

て専決処分を予定しているので、併せて報告させていただく。 

 

○会長 

  質問意見等がなければ次に移る。 

「第 1期データヘルス計画報告」を願う。 

 

○事務局 

  第１期データヘルス計画の説明をさせていただく。実施期間は平成２８年度から平成

２９年度の２か年であった。平成３０年度より平成３５年度までの６か年計画として、

第２期実施計画がスタートしている。報告の前に簡単に経過を申し上げる。計画設定に

あたっては、平成２６年度より医療費分析を行い、潜在的な課題の把握に努めてきた。

分析の結果、生活習慣病に特化した最も多い患者数の疾患は、高血圧、高脂血症、糖尿

病の順となっている。また、医療費の上位を占める高額な疾病は腎不全であり、総医療
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費、一人当たり医療費が最も高額な疾病である。要因としては、腎不全の医療行為であ

る人工透析患者の増加である。これらのことから、医療費適正の観点から緊急性、重大

性また解決可能性のある事案について、第１期実施計画を策定し、平成２７年度より重

点的な事業の実施をしている。 

  内容が多岐にわたるので、部分的な説明とさせていただく。報告書１１ページの第１

期データヘルス計画の体系図であるが、健康寿命の延伸と医療費適正化を目的にこれら

の事業を重点的に行ってきた。本日は「（２）糖尿病の重症化予防」と「（５）医療医薬

品の適正使用と残薬解消」の取り組みとして実施していた節薬バッグの２点について報

告させていただく。 

  １２ページ糖尿病の重症化予防であるが、平成２９年度の最新の分析では透析患者数

１３２人であった。実態について７ページにも記載させていただいたが、そのうち７割

の９４人が糖尿病性腎症で透析へ移行している。その割合は高齢化とともに増加傾向で

ある。透析は高額なだけでなく本人のみならず家族が大変な負担を強いられている状況

である。そこで糖尿病性腎症、特に第２期、第３期の方を対象として、糖尿病重症化予

防プログラムの開催をした。新規透析への移行ゼロと遅延させることを目的とし、東村

山市医師会の協力のもと、面談指導、電話・レター等を通じて６か月間の保健指導を行

った。対象者数、プログラム指導終了者数については、１４ページ「２透析への移行状

況」の表の中に対象者数等あるので、後程報告させていただく。 

１２ページ下、プログラム終了者について年２回継続フォローを実施している。 

１３ページ、さらに対象者向けに糖尿病重症化予防講演会を行っており、この３つの

事業が糖尿病重症化予防の事業となっている。 

続いて１３ページ「効果分析」に入る。実施した効果はどうだったのかを検証させて

いただいている。効果分析の一つに指導終了者の検査値の変化と、改善率を指標として

いる。検査値が悪化したかたもいるが、数値の平均でみるとヘモグロビンＡ１Ｃは若干

であるが、平成２７年度２期を除き改善方向である。続いてＢＭＩについても改善して

おり、体重が減少しているという結果であった。改善率は表のとおりである。 

１４ページの「透析への移行状況」について、指導終了者において新規透析患者の移

行はなかった。平成２７年度不参加者の中の５人が透析への移行が確認されている。表

の赤で囲った部分になる。先ほど申し上げた対象者数は、平成２７年度が１９８人で、

終了者数は１１人、平成２８年度は１７９人中１１人、平成２９年度は１９４人中１３

人というように、対象者は多いにも関わらず指導終了者が非常に少ない状況が続いてい

る。 

「３指導終了者の医療費比較」では、指導終了者と不参加者の糖尿病及び糖尿病性腎

症関連の医療費の累計額を追跡した。結果は、指導終了者より不参加者の方が医療費は

高い傾向にある。指導終了者の一人当たり医療費の追跡については、目的が透析への移

行を防止するものである。単年度では評価が非常に困難であるので、事業終了から約５

か年は透析移行への追跡確認をさせていただいている。傾向として、いずれも指導前に

比べ指導後は医療費が減少傾向であるとみられる。実績としては平成２７年度、平成２

８年度しか追跡はできていなく、また平成２９年度は１年目がまだ入っていない状況で

ある。 

１５ページに考察を複数出しているが、一つだけ選ぶとすると、参加者が少ない状況

がある。参加しない理由として、治療中のため必要ないという意識があるようなので、

今後も医師会の協力を得ながら連携をお願いしたいと考えている。 

以上が糖尿病重症化予防の報告となる。 

２２ページ、「節薬バッグ配布事業」。飲み忘れにより残った薬を節薬バッグに入れ、

かかりつけの薬局に持参すると、次の処方数量の調整、使用期限の確認等を行っていた

だき、医薬品の適正使用と残薬の解消等を図る事業で、平成２９年度より実施してい
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る。対象者は記載のとおりである。また薬剤師会の協力連携により、残薬調整等の集計

報告を各調剤薬局より毎月報告いただき、現状を確認している。報告内容は、２３ペー

ジ。利用者数は３５２人である。男女の人数はグラフのとおり。右グラフでは、調整に

至った理由である。最も多いのは飲み忘れで６割、続いて自己判断で中止及び複数の病

院から同じ薬を処方されていたが、それぞれが７％であった。また効果額としては８６

万４千円であった。 

考察であるが、実際、高齢になるほど一人が所有する疾病数は増加する。従って処方

される薬剤数も増加する傾向にあり、多剤処方が深刻な問題となっている。当事業が適

正服薬の啓発につながるのを願い、今後も薬剤師会の協力のもと進めて参りたい。 

本日国保だよりを配布させていただいている。昨年１０月号であり、保健事業の統計

等を載せている。 

 

○会長 

  質問意見等があれば伺う。 

 

○委員 

  不参加者が多いことに対し、具体的にどういった方法を打ち出したのか。 

 

○事務局 

  初年度については対象者に通知勧奨と電話のみで参加者が少なかった。平成２８年度

に対象者のリストを各医療機関に配布させていただいた。当然、個人情報保護運営審議

会をとおしている。２期と３期の対象者がこれだけいるので各医療機関の先生に参加の

呼びかけをお願いした。３年目には対象者のリスト以外で、主治医判断で対象者とさせ

ていただき、参加者の拡大を図った。その他、各医師に電話でお願いをしている状況で

ある。毎年新たな方法を加えて改善の様子を伝えているが、患者の広がりが見えないの

が現状となっている。 

 

○委員 

  特定健診の動機づけ支援を行っているが、来ないかたが多い。何か良い方法はない

か。 

 

○事務局 

  糖尿病重症化予防プログラムの通知をした際、個別に電話勧奨している。その際、主

治医が「大丈夫」と言っているからという理由で断られることが多い。本人は重症には

ならないであろうという認識があるように感じる。医師会の先生方の参加勧奨があると

もっとあがるのではないかと思う。 

特定健診の動機づけ支援については、市全体で対象になっているかたは２０％くらい 

である。 

糖尿病重症化の病気分類の３期・４期については、放っておくと悪化して進行してい 

く方々なので、待ったなしのところもある。絶対に参加しなさい、という程度しか言え 

ず、また一般的な説明をする事しかできない。患者は自分がそんなに重症になるという 

認識がないと感じる。先生からの働きかけが一番だと思う。平成３０年度については、 

主治医から勧められた、という声の方が多くなってきたので、各先生から勧めていただ 

ければありがたく思う。そのための対象者リストも事前に送りお願いをしている状況で 

ある。 

 

○事務局 
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  糖尿病重症化予防や特定健診に参加してもらうため、専門業者を招き、健康増進課を 

含め勧奨チラシの書き方など目につく方法を勉強しているが、結果に繋がりづらいとい 

うのが現状である。 

 

○委員 

  自覚症状がないことが原因であると思う。それゆえ、危機感がないのだと思う。気づ 

いたら透析になっている。受診しない理由は、症状がないことである。 

  

○事務局 

  報告書の７ページのグラフ（２）で、「平成２９年度糖尿病性腎症・病気分類別の患 

者数」があるが、これは平成３０年度糖尿病重症化予防で、対象者を抽出した際のデー 

タになる。第２期と第３期はこれぐらいいる。当市の場合、市内の医療機関に受診して 

いる方々が毎年およそ２００人おり、全体では該当者は４００人近くいるが、残りの２ 

００人は市外の医療機関で治療をしている状況である。本来ならそちらも取り込んで行 

いたいが、先生の指示書を頂く関係で、契約が複雑であり、大手の病院だと適切な指導 

をしているところも多く、市内の該当者しか抽出できないという現状がある。 

病気分類でいくと、第５期が腎不全の状況である。３期だと放置すれば生活習慣が悪 

いかたは４期に移行していく。２期の状況の方々というのは努力すれば元に戻すことが 

可能といわれている。我々もこれを理解した上で、特に第３期の方々の進行を進めない 

ようにと思っている。ここを頑張れば遅延させることができるという状況で一生を終え 

ることも可能かと思う。 

 

○委員 

糖尿病と歯周病の関係は前々から言われていて、口腔ケアをすることで値を下げるこ 

とができるとデータも出ている。特定健診の中で糖尿病の疑いのあるかたに歯科検診を 

受けていただくよう勧奨していただきたい。 

患者本人が受診する意思がないとどうしようもないが、受診するように、もっと記載 

するべきである。 

 

○事務局 

  通知の段階で、疾病の進行表のようなものを作り、カラー版で送付し、実際体験した

方々の声を載せる等はしている。関心の無いかたはどれを見ても自分は違うと思ってし

まう。透析は非常に高額な医療費を要する。透析に要する費用は、平成２９年度は前年

より一人当たり４０万円ほど高くなっている。一人当たり平均で５７０万円ほどかかっ

ている。対象者が１３２人いるので、７億５千万円ほどかかっていることになる。透析

は個人や家族の制約がある大変な疾病なので、なるべく進行を抑えて遅延させることが

重要であると思う。 

 

○委員 

平成２９年度で１９２人の対象者がいるが、訪問等はおこなっているのか。 

 

○事務局 

  訪問はしていない。電話と文書のみである。各医療機関に対象者リストを送り、診療

時に勧めてもらっている。協力いただいている先生も多くいる。 

 

○委員 

  指導が終了すれば透析に移行しないという実例が出ているので、訪問活動も含めた活 
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動も行うべきと思う。今の案だと引き続き医師会との連携ということで、前年度と変わ 

らないと思う。 

 

○事務局 

  平成３０年度まで方法を一つずつ充実させてきた。次の手が今のところ見つからない

状況である。医師会の協力をさらに続けつつ、訪問活動も考えなければいけないかもし

れないが、訪問も拒否されることが多いので、ハードルが高いと思う。 

 

○委員 

効果があると理解すれば可能性はあるということか。 

 

○事務局 

そのとおり。 

 

○委員 

対象のかたを医師には通知されているということで、そこで医師が患者にいろいろ話

せるのだろうが、薬局には誰が対象者か連絡はしているのか。 

 

○事務局 

  それはしていない。 

 

○委員 

  もし医師と連携がとれて対象者であるとわかれば、服薬状況の管理や、医師になかな

か話せないこともあると思うので、薬剤師会として薬局も協力できると思う。もし可能

であればそういう連携に加えていただければと思う。 

 

○事務局 

  ありがとうございます。そのような形になっていけば理想的だと思う。節薬バッグで

もご協力いただいた。服薬指導につながるような連携ができたらありがたいと思う。事

務局でも打ち合わせ、検討していきたい。 

 

〇委員 

  以前から言っているように、広島県の呉市では三師会が協力し、成果を上げたという

データも出ているので、参考にしていただきたい。 

 

○事務局 

  呉市の実施している内容をかなり盛り込んで当市も行っている。業者も呉市で使って

いる業者であり、高いレベルで連携は取れていると思っている。どのような形で三師会

の協力を依頼できるかが重要であると考えている。 

 

〇委員 

  節薬バッグを提案させていただいた。最近、後期高齢のかたへも節薬バッグの配布が

進んでいるが、バッグに残っている薬を入れて持っていけばいいという程度しか理解さ

れていないかたが多い。わかりやすい説明がされているのか伺う。 

 

○事務局 

  節薬バッグの使い方については、地域包括ケアの関係で他職種連携があり、皆様が集
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まる場で説明させていただいている。 

 

〇事務局 

先日その場で説明させていただき、２月にも介護事業者の集まりで説明をさせていた

だく。 

 

〇委員 

そこからまた理解が広まるということでよろしいか。 

 

〇事務局 

  お見込のとおりである。 

 

〇会長 

他質問意見等がなければ、最後に事務局から「その他」についてお願いする。 

 

〇事務局 

  ３件話をさせていただく。 

  １件目は、前回、収納課より国保税収納率向上への取り組み状況を説明させていただ

いた際、３問質問をいただいた。収納課よりその回答を預かっているので、ご案内させ

ていただく。 

１問目は給与照会を行った対象者数についてであったが、５６６人である。 

２問目は差押処分の合計金額についてであったが、６６５件の差押合計金額は２億４ 

千万円である。そのうち実際処分を行い、収納されたものは５千６０万円である。差押 

をしたが自主的に納めたかたの金額は３千１００万円となっている。 

３問目は市外滞納者実態調査の対象者のかたで、東京都以外の地方のかたはどれくら 

いいるのかという質問についてである。北海道に２人、東北地方に５人、関東地方に２ 

４人、中部地方に９人、近畿地方に７人、中国四国地方に４人、九州沖縄地方に９人と 

なっている。 

  ２件目は、都道府県化したことにより、東京都から国民健康保険の標準保険料（税）

率が提示されるようになった。平成３０年度の医療分の所得割は７．８０％、後期支援

金分は２．３４％、介護納付金分は１．９８％。平成３１年度の標準保険料（税）率に

ついては医療分の所得割は７．３９％、後期支援分が２．３４％、介護納付金分が１．

９３％という標準保険料（税）率が提示された。特徴としては、医療分の所得割が７．

８０％から７．３９％に減少しているという点である。保険料（税）率は、医療費がも

とになり保険料（税）率が定められるが、医療費のほかに国保連への審査の委託料やシ

ステム使用料、特定健診の保健事業などが医療費に加わり保険料（税）の算定金額とい

う形で所得割がでる。このうち、ほとんど金額が変わっていなかったが、一つだけ大き

く変わったものがある。保健事業費が少し下がった点である。保健事業費そのものは変

わっていないが、保険料（税）の算定に加えなくてよくなり、下がったという状況にな

った。昨年度は特定保健事業や、若年層健診等合わせると約２億５千万円が保健事業と

して保険料（税）の算定に加えていたが、今回は約１億３千万円が保険料（税）の算定

に加えたということで、その差額分が所得割の保険料（税）率に大きく作用した。 

  ３件目は、出欠の確認をメールで連絡させていただきたい。メールのアドレスを教え

ていただいていない委員のかたは、この後教えていただきたい。 

 

〇会長 

  これをもって、平成３０年度第２回国民健康保険運営協議会を閉会する。 
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