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社会保険診療報酬支払基金 

平成２９事業年度一般会計事業計画 
 

 

第１ はじめに  

 

日本の医療保険制度は、国民皆保険の下、社会の重要な基盤として着実

に発展してきた。その中で、これまで、社会保険診療報酬支払基金（以下

「支払基金」という。）は、国民の皆さまに信頼される審査支払の専門機

関として、診療報酬の「適正な審査」と「迅速な支払」を通じ、医療保険

制度を支えることを基本理念に掲げ、取り組んできた。  

しかしながら、急速な高齢化の進行や医療の高度化等により医療費は増

大を続け国民一人当たりの医療費は３２万円を超え、医療費の規模は４０

兆円を超える状況となっている。  

 医療保険制度の持続可能性が問われる中で、診療報酬の審査支払の分野

においてもＩＣＴを最大限に活用しつつ、これまで以上に効率的な事業運

営や、業務品質の向上に積極的に取り組んでいくことが必要となっている。 

 他方、政府の規制改革会議（現・規制改革推進会議）や、厚生労働省の

「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」（以下

「有識者検討会」という。）において、診療報酬の審査の効率化と統一性

の確保、支払基金の組織・体制の在り方等について議論がなされてきた。  

 こうした中、支払基金は審査支払の専門機関の立場から、今日の時代に

ふさわしい審査支払業務のあるべき姿を見据え、自ら改革案（以下「改革

案」という。）を策定し、平成２８年６月に公表した。今後、改革案を基

軸に有識者検討会の報告書に示された方向性を正面から受け止めつつ、国

民の皆様の信頼に応えられるように、支払基金自ら業務全体にわたる更な

る改革を成し遂げていく。平成２９年夏を目途に取りまとめる「支払基金

業務効率化計画・工程表（以下「計画・工程表」という。）」において、

具体的な取組みを明らかにした上で、着実に関連の検討や取組みを進めて

いく。  
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第２ 支払基金改革に向けた取組み  

 

改革案及び有識者検討会の報告書を踏まえた、今後の改革に向けた取組

みの方向性は次のとおりである。  

（括弧内は、改革案で盛り込んだ事項）  

 

１ 審査業務の効率化・審査基準の統一化  

⑴ コストパフォーマンスが高く最適なアーキテクチャによる業務・シ

ステムの実現  

・専任ＣＩＯやこれを支援するＩＣＴ専門家によるタスクフォースを

支払基金内に設置  

・平成３２年度中に新システムを実施  

・コンピュータチェックの寄与度向上による徹底的な審査の効率化  

・審査業務の効率化等に伴い、審査手数料の設定の在り方の抜本的な

見直し  

  ・コンピュータチェックで審査を完結する区分を設ける等の新たな

審査プロセスの導入  

・「明らかに判断に紛れのないレセプト」の手数料引下げ  

・データマイニング等を活用した新たなコンピュータチェック機能の

開発  

⑵ 審査プロセスの見直し・効率化及び審査業務における情報支援  

・コンピュータチェックルールの公開  

・統一的、客観的な判断が可能なコンピュータチェック項目について

公表  

・コンピュータチェックで判定可能なレセプト形式への見直し  

・審査プロセス（付箋の貼付及び剥がしの状況等）の継続的な見える

化と審査基準の継続的な統一化  

・ＩＣＴを活用し、統計学的データ分析により一定の巾に収斂させ、

統一的な審査判断基準を策定  

 

２ 新たなシステムの基本設計  

⑴ コンピュータチェックを医療機関等において行う仕組み  

受付前事前チェックの範囲拡大（医療機関等における事前チェック） 
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⑵ コンピュータチェックに適したレセプト形式の見直し  

ＩＣＴを活用して摘要欄や症状詳記に記載された情報を電子的に

読み取り  

⑶ コンピュータチェックルールや付箋貼付状況の差異に係る継続的な  

見える化等  

・支部設定のコンピュータチェック項目を支払基金本部において設定

の根拠を確認の上、精査  

・コンピュータチェックのルールやチェック結果等の差異に係る把握・

分析や統一等について、厚生労働省・医師会等をはじめとした関係

者が集まって、具体的に点数表の解釈や地域の差異を明確化してい

くなど、定期的にＰＤＣＡを回して継続的に検討していく場の設置  

⑷ コンピュータチェックの統一化に向けて、効果的な検討を推進する  

ためのシステム環境等の整備  

・⑶の多面的な把握・分析による見える化は今後刷新されるシステム

に標準機能として搭載  

⑸ 審査プロセス全体のオンライン化  

 

３ ビッグデータ活用  

・データプラットフォームの構築を踏まえた、支払基金等によるその

管理・運営  

・審査支払機関の保有するビッグデータの活用とデータヘルス等の推進

に関する保険者への支援  

 

４ 支払基金の組織・体制の在り方  

⑴ 支部組織の在り方  

・支部組織の在り方については、新たな審査・支払システムの設計内

容や現在の支払基金の職員の勤務状況なども踏まえて、支払基金業

務効率化計画・工程表を策定  

・支部の拠点化・必要最小限の業務を行うリエゾンオフィスの設置  

⑵ 審査の一元化  

・地域における具体的な差異の内容についてはデータに基づき、支払

基金の本部において専門家が議論を行う体制を整備  
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・支部での審査基準・審査結果を本部が妥当性を判断し、支部の判断

に対して適切にガバナンスを効かせていく体制の整備  

  ・最終的な判断を合議の上決定する仕組みの創設  

⑶ 審査委員会のガバナンス・審査委員の利益相反の禁止等  

・審査委員が自ら関連する医療機関等の審査は行わないとする取扱い

や、審査委員が担当する医療機関等を定期的に変更していくとする

取扱いを、規則として明確化  

⑷ 支払基金等の組織のガバナンス強化等  

・業務改革の専門家等（ＣＩＯ等）の設置の他、ビッグデータ活用を

見据えたデータの利活用・分析を担う部門や医療の質の評価に関す

る研究部門の設置  

 

 

第３ 平成２９年度における事業運営の基本方針  

 

前述のように支払基金は大きな変革の時期を迎えており、平成２９年度

においても着実に改革の取組みを進めていくことが求められる。その際の

基本的な取組み方針は「第１ はじめに」に示したとおりであるが、その

方針に基づく具体案は「計画・工程表」として取りまとめることとされて

いる。このため、その計画・工程表を踏まえた上で２９年度に実施すべき

事項については、同年夏を目途に速やかに取り込むこととする。  

なお、それまでの間については、平成２８年度事業計画に掲げた取組み

も基本的には適切な審査を効率よく実施することを目指すという点におい

ては、改革の方向性に相違はないと思われることから、経過措置的に当該

事業計画を継続するものとする（ただし、改革の方向性にそぐわないもの

等は除くものとする。）。更に、実施すべき改革案の取組みとして概ね異

論のないと思われるものについては、２８年度事業計画の内容に追加する

形で、当初から本事業計画に盛り込む（第１１参照）。  

 また、時点的な修正や、制度改正、国の方針などにより２９年度に確実

に実施する必要があるものについては、それぞれに応じた記述とした。  
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第４ 平成２９年度一般会計予算及び審査支払手数料  

 

平成２９年度については、有識者検討会での議論の途上であるという事

情があり、同検討会での結論を事業化し予算に反映させることが困難であ

ったこと、また、同時に不断の業務改善・工夫に取り組む姿勢や支払基金

改革案の具体化に着手する体制が整っていることが見える予算とすべく協

議を行い、前年度予算額８０８．０億円の範囲を下回る総額７７８．６億

円の予算編成とした。  

 その結果として、平成２９年度予算では、平成２８年度予算と比較して

▲９．８％（▲７．３０円）に相当する６７．３０円と手数料水準の引下

げを行う。  

 

 

第５ 審査  

 

原審査の更なる充実や審査結果に関する説明責任等、審査の信頼性の向

上に取り組むとともに、保険者をはじめとする関係者から要請が多い審査

に係る差異の解消に取り組む。  

 

１ 審査に係る差異解消のための取組み  

⑴ 審査充実全体会議の取組み  

 平成２７年３月に基金本部に設置した審査充実全体会議で、再審査

事例の分析・検証結果に基づく事例をはじめとして、これらを４つの

分野に着目した小委員会で検討を要する事例を選定し、当該事例につ

いて「算定ルールに関する事例」と「医学的判断を要する事例」に分

類、検討した上で審査の取扱いに関する一定の見解（以下「一定の見

解」。）（案）の取りまとめを行う。  

また、小委員会で取りまとめた「一定の見解」（案）について、審

査充実全体会議で迅速に協議し取りまとめ、見解が定まった事例につ

いては早期（概ね２か月ごと）に情報提供できるよう確実に取り組む。 

これら「一定の見解」（案）について、支部審査委員長へ報告し、

必要に応じ支部審査委員会から意見を集約し、全国的な共有を図り、

差異の解消を図る。  
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なお、「一定の見解」については、これまで関係団体のみ情報提供

することとしていたが、審査に関する透明性の更なる向上を図るため

公表範囲等について検討を進める。  

⑵ 審査委員会機能の強化  

   引き続き、次に掲げる方策を実施する。  

ア 専門分野別ワーキンググループ  

新規の支部間差異の発生防止を目的に、保険診療ルールに関する

疑義や学会等ガイドラインの保険診療ルールとの不整合などについ

て専門分野別ワーキンググループで協議する。  

  イ 審査に関する苦情等相談窓口  

支部の再審査相談窓口、本部の審査に関する苦情等相談窓口に寄

せられた審査に関する相談等について、迅速かつ懇切丁寧に対応す

る。  

  ウ 審査委員間の審査照会  

専門医の審査委員が不在である診療科等に属するレセプトについ

て、他支部の専門医の審査委員のコンサルティングを活用し、的確

な審査を行う。  

  エ 医療顧問  

審査について専門的な見識を持つ医療顧問については、フルタイ

ムで本・支部間の連絡調整、審査委員会内での協議、審査委員会と

職員との連携の橋渡し等に取り組む。  

オ 会議開催  

審査委員会相互間の連携が図られるよう、審査委員長・副審査委

員長会議等を開催する。  

⑶ 審査の差異に関する分析評価  

「審査の差異に関する分析評価」については、原審査及び再審査の

請求状況・査定状況の分析評価を本部が行い、結果を各支部に展開す

るとともに、全国支部長会議、職員中央研修等の場で説明を行い、差

異の解消を図る。  

 

２ コンピュータチェック等の活用による審査  

審査をより効率的・効果的に実施するため、次の方策に取り組む。  

⑴ 突合・縦覧点検  
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ア 突合点検  

紐付かなかったレセプトに対して、氏名及び生活保護の受給者番

号を紐付け項目から除外することで、紐付け率が向上することから、

突合点検の更なる充実を図る。  

イ 縦覧点検  

算定日情報を活用したコンピュータチェックを着実に実施する。  

縦覧情報として蓄積した過去レセプトの査定情報等を活用し、縦

覧点検の充実を図る。  

 ⑵ ＤＰＣレセプトの審査の充実  

   ＤＰＣ審査事務補助ツール等を活用し、更なるＤＰＣレセプトの審

査の充実を図る。  

 

３ 審査の充実に関する数値目標  

⑴ 審査の充実に関する数値目標  

審査の充実方策の指標として、次のとおり数値目標を掲げる。  

ア 再審査査定割合に関する数値目標  

原審査の充実度を検証する指標である再審査査定割合については、

平成３２年度における数値目標を次のとおり設定しており、これら

数値目標の達成を目指す。  

なお、直近の平成２８年１１月審査分では総数で１９．１％とな

っている。  

 

 平成３２年度数値目標 

総  数 １２．７％ 

単月点検 ６．０％ 

突合点検 ３２．８％ 

縦覧点検 ３３．８％ 

 

イ 説明責任の履行に関する数値目標  

保険者及び医療機関等に対する説明責任の履行に係る指標として

次の数値目標を設定しており、これらの数値目標の達成を目指す。  

（ア）審査結果理由の連絡欄への記載割合  

① 保険者からのオンライン再審査請求に対する審査結果が「原  
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 審どおり」である場合における「具体的な理由」の連絡欄への

記載割合について、平成３２年度までの目標数値を８割程度と

する。  

なお、直近の平成２８年１１月審査分では２４．７％となっ

ている。  

② 医療機関等からの電子レセプトを使用した請求に対する原審

査の審査結果が「査定」である場合における「具体的な理由」

の連絡欄への記載割合について、平成３２年度までの目標数値

を８割程度とする。  

なお、直近の平成２８年１１月審査分では８．１％となって

いる。  

（イ）保険者との打合せ会等の実施回数  

１支部当たり２２回程度の実施を目標とするが、平成２８年度

の実施状況を踏まえ内容の充実を図る。 

なお、２８年１０月までの報告分を集計すると１支部当たり１

０回強の実施回数となっている。 

ウ 支払基金サービス向上計画で掲げた数値目標  

以下の数値目標についても原審査の充実の観点から、引き続き、

維持するものとし、それぞれの留意点を勘案して評価を行う。 

（ア）原審査査定点数に占めるコンピュータチェックの寄与割合 

７割程度   

（※平成２８年１１月審査分 ５８．０％）  

・審査委員や職員の目視を契機とする査定の状況に十分留意する。 

（イ）突合点検分及び縦覧点検分の査定件数及び査定点数 

a 突合点検分 

        原審査請求件数１万件当たり査定件数  １００件程度 

（※平成２８年１１月審査分 １６．４件）  

        原審査請求点数１万点当たり査定点数   １２点程度 

（※平成２８年１１月審査分 ２．８点）  

     b  縦覧点検分 

        原審査請求件数１万件当たり査定件数   ３５件程度 

（※平成２８年１１月審査分 １４．８件）  

        原審査請求点数１万点当たり査定点数    ５点程度 
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（※平成２８年１１月審査分 ２．２点）  

・査定や説明・懇談による改善要請等を通じたレセプト適正化に

伴う査定減少効果に留意する。 

（ウ）保険者の再審査請求件数 

    原審査請求件数１万件当たりの保険者の再審査請求件数 

   ４５件程度    

（※平成２８年１１月審査分 １２２件）  

・原審査の充実を図る趣旨であって、保険者の再審査請求を妨げ

る趣旨ではないことに留意する。 

⑵ 審査実績の分析及び評価の強化  

審査を効率的・効果的に進めるため、個々の診療行為、医薬品等に

関し、原審査及び再審査におけるコンピュータチェックの効果、審査

履歴、審査結果及びその理由などの分析を強化するとともに、実績の

評価を充実することで、審査実績の向上を図る。  

 

４ 査定に現れない審査の意義の見える化  

審査は、「保険診療ルールに適合する診療行為の確保」を目的とする

ものであり、その意義は査定という結果のみに限られるものではない。  

ピアレビュー（同業の専門家による公正な評価）を実施する審査委員

会の存在自体が医療機関による不適正なレセプトの提出を抑止している

と考えられることから、こうした意義についても定量化を検討する。  

 

５ 審査に関する更なる信頼性の向上  

⑴ 保険者及び医療機関等に対する説明責任の履行  

関係者からの信頼性の向上のため、審査結果の説明については、引

き続き、次の方策を行う。  

ア 審査結果に関する的確な説明の実施  

審査結果の具体的な理由を文章により連絡する「審査結果連絡機

能」を活用し、当該連絡の拡充を図ることで説明責任を果たす。  

保険者団体及び診療担当者団体との打合せ会をこれまで以上に積

極的に開催し、審査結果に関する説明を行う。  

審査結果に関して分かりやすく的確な説明が行えるよう、職員の

研修等を実施し、説明能力の向上を図る。  
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イ 審査委員長会議における検討協議結果の公表及び審査充実全体会

議における審査の取扱いに関する情報の提供  

（ア）審査委員長会議における検討協議結果の公表  

全国審査委員長会議の透明性の向上を図る観点から、検討協議

結果の公表を着実に行う。  

（イ）審査充実全体会議における審査の取扱いに関する情報の提供  

審査充実全体会議において検討された「一定の見解」について

関係団体に対する情報提供を着実に行う。  

ウ 職員による保険者団体等、医療機関等への訪問懇談等  

都道府県ごとの保険者団体等（協会けんぽ支部、都道府県健康保

険組合連合会、都道府県の共済組合団体、地方公共団体の公費負担

医療・地方単独医療費助成事業の主管部局等）との打合せ会・研修

会を、引き続き、開催する。  

都道府県ごとの診療担当者団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会

等）との連絡調整を行う。  

⑵ 適正なレセプト請求の推進  

業務処理の効率化や保険者のレセプト点検等の負担軽減を図るとと

もに、医療機関等に対する審査の透明性を担保するため、引き続き、

次の方策を講じ、医療機関等による適正なレセプト請求の推進を図る。 

ア 請求誤り事例の情報提供  

（ア）電話連絡、面接懇談等による改善要請  

審査で発見した請求誤りについては、引き続き、医療機関等に

対して電話連絡や文書連絡により改善要請を行い、改善されない

場合には、審査委員の協力を得ながら訪問懇談や面接懇談により

改善要請し、適正なレセプトの提出の推進に取り組む。  

更に、同様の請求誤りが多数見られる事例については、対象医

療機関等が一堂に会する形での集団懇談を積極的に行い、適正な

レセプトの提出の推進に取り組む。  

（イ）広報誌及びブロック通信による情報提供  

厚生労働省の留意事項通知、疑義解釈等について、適宜、月刊

基金及びブロック通信等に内容と事例を掲載し関係者に周知する。 
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イ 電子点数表における収載情報の拡充  

診療報酬請求分野のＩＣＴ化と適正なレセプト請求の推進を図る

ため、医科電子点数表及び歯科電子点数表に収載する情報の拡充に

向けた検討を進める。  

ウ 未コード化傷病名の改善要請  

傷病名コードに設定されているにもかかわらず、又は傷病名コー

ドと修飾語コードを組み合わせて使用せず、未コード化傷病名とし

て記録している医療機関に対して、適正な請求方法を連絡し、未コ

ード化傷病名コードを使用した傷病名の記録が減少するよう働きか

けを行う。  

 

６ 職員の能力向上等  

審査の充実、審査結果の説明及び適正なレセプト提出の推進を図るた

め、引き続き、次の方策を講じ、職員の審査事務及び説明能力の向上を

図る。  

⑴ 審査事務能力の更なる向上に向けた職員研修の実施  

次の目的・考え方により審査実務研修、技能研修、実践研修等を実

施する。  

・特に、審査結果に関して分かりやすく的確な説明が行えるよう、保

険診療ルールの基礎となる告示・通知の解釈、保険者及び医療機関

等に対する説明方法等の習得を目的とした研修を実施する。  

・ＤＰＣレセプトの審査に関する研修については、診断群分類の構成

に係る習得等の充実を図る。  

・職員個々の得意・不得意分野を把握することにより、その能力に応

じたフォローアップを行うため、審査事務に関する理解度の把握を

実施する。  

⑵ 支部指導・支援  

本部において、支部の審査実績の分析・評価を行い、審査充実のた

めの取組み等が不十分な支部に対し、問題点や課題を明確にした上で

指導・支援を着実に実施し、その後の改善状況についてもフォローア

ップを行う。  
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また、必要に応じて審査事務の着眼点並びに審査実績の分析及びデ

ータ作成の方法などについて、支部からの要請に基づく本部からの支

部支援も行う。  

 

 

第６ 請求支払業務  

 

１ 診療報酬等の収納と迅速・適正な支払  

本部・支部一体となって診療報酬等の収納と迅速・適正な支払を行う。 

なお、診療報酬等の収納に当たっては、納期内収納率の向上に努め、

支払資金を確保するとともに、診療報酬等の支払に当たっては、原則と

して収納期日の翌日に医療機関等に支払う。  

 

２ 出産育児一時金等の請求支払  

異常分娩分及び平成２９年４月から取扱う正常分娩分については、

「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」に基

づき的確に請求支払を行う。  

 

３ ７０歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の事務 

処理  

軽減特例措置として、国が被保険者等に代わって医療機関等に支払う

一部負担金等の一部に相当する額については、「７０歳代前半の被保険

者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき、高齢者医

療制度円滑運営臨時特例交付金から医療機関等へ的確に支払う。  

 

 

第７  支払基金の保有する人材やノウハウを活用した業務の拡大  

 

１ 地方単独医療費助成事業に係る審査支払業務の拡大  

保険者の協力を得ながら、未受託の道府県・市町村について本・支部

一体となり受託に向けた働きかけを行う。  
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２ 柔道整復療養費の支払業務の受託  

柔道整復療養費の支払事務の受託については、受託に向けた保険者ニ

ーズを踏まえ検討する。  

 

３ レセプト電子データ提供事業  

保険者等のニーズを踏まえ、引き続き、当該事業を着実に実施する。  

 

 

第８ 効率的な事業運営、業務効率化  

 

１ 電子化による業務の効率化  

支払基金の業務を効率化し、保険者等のニーズにこたえるため、次の

取組みを行う。  

⑴ 紙レセプトの画像化  

医療機関等から請求される紙レセプトについては、引き続き、画像

化した上で、オンライン又は電子媒体で保険者へ提供する。  

⑵ 請求・支払関係帳票  

紙による請求・支払関係帳票による送付を、オンライン配信又は電

子媒体に格納し提供するためのシステムの基盤整備等の準備を進める。 

 

２ 業務の集約化・一元化等  

関係者の理解を得た上で、更なる業務の集約化・一元化について、引

き続き、次の検討を行う。  

⑴ マスタ登録業務の集約化  

地方厚生（支）局及び都道府県から通知される「医療機関等の指定

等に関する情報」及び「保険者等の新設、廃止等に関する情報」に基

づきシステムへの入力を行うマスタ登録業務の効率化を図るため、集

約化について検討する。  

⑵ 請求・支払関係帳票等の送付業務の集約化  

オンラインで受け取ることができない保険者及び医療機関等への請

求・支払関係帳票等の送付業務については、当該帳票の電子化と併せ

て集約化について検討する。  
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 ⑶ 再審査請求の資格関係業務の集約化  

保険者からの再審査請求の資格関係業務については、レセプト等紙

媒体の送付・受付が伴わなければ、特定の支部に集約することが可能

であることから、オンラインによる再審査請求の推進に重点的に取り

組む。  

⑷ 返還金控除処理の集約化  

地方厚生（支）局の指導・監査に基づく返還金控除処理については

地方厚生（支）局から支払基金へ提出される書類が電子化されれば、

業務を特定の支部に集約することが可能であることから、厚生労働省

への働きかけを行う。  

 

３ 事務処理誤りの防止等  

  支払基金の事務処理全般について、事務処理誤りの防止の観点から、次  

の防止策を実施する。  

 ⑴ 業務の見える化  

   実情に即した事務処理マニュアル、手順書等の見直しを継続的に行

い、事務処理手順を見える化し、事務処理誤りの未然防止を図るととも

に事務処理の適切な運営、改善及びスムーズな事務引継ぎにつなげる。 

⑵ 情報の共有  

   事務処理誤りやヒヤリ・ハット事例など常に最新の情報の共有化を     

図り、事務処理誤りの未然防止につなげる。  

⑶ 職員の意識・資質及び育成  

   職場や各種研修において、「基金職員としての倫理の徹底」、「事務処

理誤りの防止」、「危機管理能力の向上」について充実・強化し、職員の

資質向上や事務処理誤りの未然防止につなげる。  

 

４ 競争原理を働かせた調達  

機器等の調達については、一般競争入札等により適正に業者選定する。 

また、物品等の調達に当たっては、なお一層の透明性を確保していく

ため、同一業者に偏らないよう「オープンカウンタ方式」により見積書

を徴収するとともに、随意契約ができる場合であっても競争契約を行う

など効果的な調達方法により実施する。  
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５ 保有宿舎の整理合理化  

 支払基金保有宿舎の「第２次整理合理化計画（平成２９～３２年度）」

に基づき、的確に平成２９年度対象物件の売却を取り進め、併せて、平

成３０年度売却対象宿舎の借上宿舎への移行を進める。  

 

６ 予算及び決算におけるＰＤＣＡサイクル  

一般会計予算の収支について、平成２８年度予算と平成２８年度決算

との異同に関する分析を行い、予算及び決算におけるＰＤＣＡサイクル

を実施するとともに、その結果を平成２９年度予算の執行及び平成３０

年度予算の編成に的確に反映する。  

 

７ オンライン化の推進  

医療機関等から請求されるレセプトの電子化がほぼ完了した現在、今

後、更なる業務効率化を進めるためにはオンライン化の推進は必須であ

り、引き続き、関係者に対して理解と協力を求めていく。  

ただし、支払基金の努力のみでは困難な部分もあることから、制度的

な対応が必要となる事項については、保険者団体及び診療担当者団体と

連携を図りつつ、厚生労働省に対して、引き続き、要望する。  

 また、オンライン化の推進に向けた具体的な働きかけの要領を定め、

これに基づき効果的な働きかけを行う。  

⑴ 医療機関等からのオンライン請求促進  

都道府県の医師会等をはじめとした関係団体に対して、当該趣旨を

十分に説明の上、一定程度の請求件数が発生している電子媒体を使用

して請求する医療機関等を対象として、定期的な訪問懇談を実施し、

また、診療担当者団体が開催する会合等の場を積極的に活用し、働き

かけを行う。  

また、これら取組みについて国民健康保険団体連合会とも連携し、

積極的な働きかけを行う。  

 ⑵ 医療機関等からのオンラインによる返戻再請求の促進  

オンライン請求としている医療機関等からの返戻再請求のオンライ

ン化についても前⑴と同様に実施する。  
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⑶ 保険者等からの再審査請求のオンライン化  

オンラインによる再審査請求の未実施保険者に対し、定期的な訪問

懇談によりオンラインによる再審査請求の推進を図る。  

また、公費実施機関については、一定程度の請求件数が発生してい

る生活保護実施機関を対象として働きかけを行う。  

⑷ 公費負担医療実施機関のオンライン受取り  

請求件数が多いオンライン受取りを実施していない精神通院医療実

施機関を働きかけの対象とし、定期的な訪問懇談を実施する。  

 

 

第９ 医療保険制度等に貢献する公的な役割  

 

引き続き、診療報酬の審査支払の専門機関として蓄積されたノウハウを

いかし、医療保険制度の基盤の整備、運用等に貢献していく。  

 

１ レセプト電算処理システムの開発及び運用  

これまで、支払基金は、厚生労働省の要請を受けてレセプト電算処理

システムの基盤となる基本マスタ、記録条件仕様及び標準仕様等を継続

的に整備し、医療保険制度を支えてきた。  

診療報酬改定を始めとする医療保険制度改正に関係者が円滑に対応で

きるよう、引き続き、基本マスタ、記録条件仕様及び標準仕様等を的確

に整備し、レセプト電算処理システムの開発及び運用等の主導的な役割

を果たす。  

 

２ 電子点数表の作成及び公表  

診療報酬点数表等の改正事項を、医科電子点数表及び歯科電子点数表

に的確に反映して公表する。  

 

３ 健康保険法等改正に伴う対応 

７０歳以上の高額療養費の段階的引き上げ、また、６５歳以上の医療

療養病床に入院する居住費（光熱水費相当額）の見直しに対応する。  
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４ 健康保険組合の保険者番号設定対応  

東京都に所在する健康保険組合に係る保険者番号の設定については、

未設定の保険者番号の数が希少であり、これを受けた平成２８年１０月

３１日付け厚生労働省保険局長通知「保険者番号等の設定について」の

一部改正に対応する。  

 

５ 被災した被保険者等のレセプト情報提供  

  災害時の緊急対応として、被災した被保険者等のレセプト情報を医療

機関等に提供できるよう、平成２８年度にレセプト情報を確認できるク

ライアントパソコンを本部に増置したところであり、災害時においては

厚生労働省と協議の上、被災した被保険者等のレセプト情報の迅速な提

供を行う。  

 

６ 医療費等の動向に関する分析  

引き続き、審査の充実のための分析を行うとともに、医療費等に関す

る分析に取り組む。  

 

７ 諸外国の審査機関等との情報交換  

審査支払機関等の在り方の参考となるよう、審査手法やビッグデータ

の活用方法などに関し、調査や諸外国との交流を継続的に実施する。  

また、支払基金は、診療報酬等の審査支払の専門機関として諸外国の

関係者の視察団等を受け入れるとともに、蓄積されたノウハウをいかし

ながら積極的に情報交換を行う。  

 

８ 医療保険者等向け中間サーバーの運用等 

医療保険者等向け中間サーバー等について、平成２９年７月から本格

稼働する社会保障・税番号制度における情報提供ネットワークを通じた

情報照会・提供及び本人確認に関する事務を保険者からの委託を受けて

実施する。 

併せて中間サーバー等の運用・保守に関する業務を実施する。 
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第１０ 組織運営等に関する事項  

 

１ 服務規律の徹底  

懲戒処分に付すべき事案や処分量定を明確にした基準を策定し、周知

することにより、職員の服務規律と秩序の維持徹底を図る。  

 

２ 定年退職者の再雇用制度の充実  

定年退職する職員の能力及び経験を有効活用し、業務の向上を図るた

め、定年後再雇用に係る制度を充実させるとともに、雇用の促進を図る。 

 

３ 人材育成の推進  

「人材育成基本方針」に沿った制度や取組みを、引き続き、具体化し

ていくものとし、職員個々の能力・成果等を的確に評価し、能力開発・

向上に活用することを目的とした人事評価制度の取組みを進めていく。  

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく

「支払基金行動計画」に沿った人材育成に取り組むとともに、中央研修

の充実、支部研修や自己啓発を行うための支援を積極的に推進していく。  

 

４ 災害発生時の事業の継続に関する取組  

東日本大震災の経験を踏まえ、災害発生時においても安定的に事業を

継続するための施策について、被害想定を明確にした上で、具体的な取

組みや実効性に欠ける部分の改善を図り、より実効性の高い事業継続計

画を検討する。  

 

５ ＩＴガバナンスの確立  

引き続き、支払基金がＩＴを効果的に活用して継続的に良質なサービ

スを提供していくため、次の改善に取り組む。  

① 支払基金のＩＴ利活用に関するプロセス（企画・開発・運用等）の

標準化  

② システム開発時のコストの適正化  

③ ＩＴ人材の育成  
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６ コンプライアンスの徹底  

職員等に対して「コンプライアンスの手引き」等により周知を図ると

ともに、自己点検シート等を用いて教育・訓練を実施し、コンプライア

ンスの徹底を図る。  

 

７ 情報セキュリティの強化  

支払基金が取扱うレセプトは最も機微な情報であり、当該情報の流出・

漏えい防止について更に万全の対策を期すため、平成２９年度に次の対

策を行う。  

① 外部機関による情報セキュリティ監査の実施  

② 情報セキュリティに係る専門性を有する人材の確保、外部業者の活

用等による情報セキュリティ体制の強化  

③ 情報セキュリティポリシーに基づく教育・訓練を実施  

 

８ 特定個人情報（個人番号）に係る管理・監督 

特定個人情報（個人番号）については、「特定個人情報等の適正な取

扱いに関する基本方針」及び「社会保険診療報酬支払基金特定個人情報

取扱規程」に基づき、的確に管理するとともに、委託先の適切な監督を

行う。 

 

９ 監査の実施  

事業運営の透明性を確保するため、引き続き、内部監査及び監事監査

のほか、公認会計士監査等を実施する。  

 

１０ 広報、広聴の強化・充実 

支払基金の事業状況等については、関係者はじめ国民の方にご理解い

ただけるよう、報道機関等への情報発信、広報誌（「月刊基金」）を軸

とした広報活動に、引き続き、取り組む。  

また、国民皆保険を支えていく上での支払基金の審査委員会が果たす

役割や機能について、より広く理解を深めていただくため、「保険診療

と審査を考えるフォーラム」を支部主催で開催する。  

広聴の取組みとして、「お客様の声」受付窓口で受け付けた保険者や

医療機関等からの苦情や相談、照会等については、迅速かつ懇切丁寧に
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対応するとともに、必要に応じそれらの内容を組織的に共有し、その後

の事業運営に的確に反映する。  

 

 

第１１ 平成２９年度中に想定される新たな業務  

 

有識者検討会の報告書の内容から、平成２９年度中に取組む必要がある

と想定される主な業務は次の通りであり、今後、計画・工程表に示される

スケジュールに沿って実施する。  

 

１ コストパフォーマンスが高く最適なアーキテクチャによる業務・シス

テムの実現に向けた取組み  

・新たな審査プロセスの導入の検討  

（一律に審査する体系を見直し、簡素なコンピュータ審査で完結させ

る仕組み）  

・手数料設定の見直し  

（新たな審査プロセス導入による効率化に伴う審査支払に係る手数料

の引下げ）  

・専任ＣＩＯ及びタスクフォース設置  

 

２ 審査プロセスの見直し、効率化及び審査業務における情報支援  

・審査プロセスの再構築  

・コンピュータチェックルールの公表  

 

３ 新たなシステムの基本設計  

・コンピュータチェックを医療機関等において行う仕組みへの対応  

・コンピュータチェックに適したレセプト形式の見直しへの対応  

・コンピュータチェックルールや付箋貼付状況の差異に係る継続的な

見える化等  

 


