「ビッグデータ活用による医療保障の展望」
神戸大学大学院経済学研究科
教授

藤岡 秀英

パネルディスカッション

「災害時の医療体制と支払基金の役割」
●コーディネーター

●パネリスト
杉本 欣也 氏（兵庫県医師会 副会長）
大川 恭子 氏（兵庫県薬剤師会 常務理事）
篠原 大治 氏（全国健康保険協会兵庫支部 企画総務部長）
太田 惠三 氏（健康保険組合連合会兵庫連合会 常務理事）
鈴木 勃志（宮城県社会保険診療報酬請求書審査委員会 審査
委員長）
那賀 みち子（社会保険診療報酬支払基金熊本支部 医療顧問）

義、審査委員の役割についての講演が行

われました。

を踏まえて講演が行われました。

会場の様子

講演

岸本 裕充 氏（兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座主任教授）

ハワイで患者になった髙原氏自身の体験

委員長）

び支払基金が担っている審査や支払の意

齊藤 清治（兵庫県社会保険診療報酬請求書審査委員会 審査

4

「保険診療と審査を考えるフォーラム

特別講演
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～震災への対応と将来に向けて～
」を兵庫で開催

髙原 哲夫

29

クス
トピッ

会長

平成 年９月９日に兵庫県神戸市の神戸芸術センター芸術劇場において「保険

神戸市北区医師会

診療と審査を考えるフォーラム」を開催しました。

「外国で病気になったら」

続いて、神戸市北区医師会の会長であ

佐藤 哲夫

まず、社会保険診療報酬支払基金兵庫

医療顧問

る髙原哲夫氏から、
「外国で病気になった

社会保険診療報酬支払基金兵庫支部

支部医療顧問の佐藤哲夫から「保険診療

「保険診療のしくみと支払基金の役割」

まに理解を深めていただきたいという思

講演

このフォーラムは、
「震災への対応と将

齊藤 清治

ら」と題し、外国の保険医療制度はどの

審査委員長

のしくみと支払基金の役割」と題し、日

兵庫県社会保険診療報酬請求書審査委員会

いのもと開催し、３２３名の方にご来場

実行委員長あいさつ

来に向けて」をテーマに、平成７年の阪

髙田 昭治

ようなしくみなのかについて、旅行先の

支部長

本の保険医療制度のしくみについておよ

社会保険診療報酬支払基金兵庫支部

いただきました。

開会あいさつ

神・淡路大震災での経験に基づく医療体

制や支払基金の役割などについて、皆さ

プログラム

月刊基金 November 2017
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特別講 演
藤岡秀英氏（神戸大学大学院経済学研

「災害時の医療体制」（要旨）

るし、救護所、避難所へ行く人、親戚や知

災害発生時、市民は、自宅にいる人もい

し、あるいはその保険医療機関に隣接した

らない。同じ建物で診療する場合もある

の制限のもとでの診療を続けていかねばな

に多くの保険医療機関は、被災しても一定

をするのかというと、災害拠点病院とい

医療を必要とする市民がどういう行動

診療ということになっている。

関、保険薬局が行う医療は、あくまで保険

齊藤 清治

る医療保障の展望」と題して、レセプト
人宅あるいは旅館等に行く人もいる。そ

うのがあって、兵庫県内には か所ある

兵庫県社会保険診療報酬請求書審査委員会 審査委員長

などから得られるビッグデータを活用す
して、医療を考えると、災害が起きて、直

ところで、仮設で診療を続けないといけな

パネルディスカッション

ることで医療にどのようなメリット等が
接的または間接的に要救護状態になる人

究科教授）から、
「ビックデータ活用によ

あるかという点で講演が行われました。

かった場合は休診にして、そこの職員ある

であるが、災害による被害がかなり大き

災害発生時の保険医療機関、保険薬局

く継続した医療が必要な状況である。

気を持っている人は、ずっと災害に関係な

性疾患、高血圧、糖尿病等、そういった病

もいるし、また、それ以外に従来からの慢

保険医療機関は、 時ごろから３時ごろま

療時間を、例えば午前と午後に分けていた

こともある。また、いろいろな問題で、診

コンピュータが動かなかったりといった

使っていたカルテが紛失したり、レセプト

機器の損害といった場合もある。今まで

道等インフラの不足、それから、各種の

関においては、スタッフの不足、停電や水

いということもある。それらの保険医療機

が止まっていて行けないというような場合

合、あるいは交通的な問題からバスや電車

になるが、そういったところに行けない場

療機関が無事であれば、そこに行くこと

もあるが、その場合、かかりつけの保険医

どおりの市内の保険医療機関に行く場合

を求めて行く人もいる。それから、今まで

護所等にある救急処置所の医療班に医療

が、そういった病院に行く人、あるいは救

パネルディスカッション

いは責任者は、医師会の医療災害チーム

災害が発生すると、そこにはJＭＡＴと

あるいは家屋に残して避難していたりとい

証、お薬手帳といったものを紛失したり、

被災した市民は、保険証や医療受給者

TOPICS 4

コーディネーターとし、宮城・熊本県か

書審査委員会審査委員長の齊藤清治を

と題して、兵庫県社会保険診療報酬請求

「災害時の医療体制と支払基金の役割」

らの参加２名を含む計７名のパネリスト

に参加あるいはボランティア活動に参加

いう、医師会を中心としたチームが入って

うような場合もあり、また、今まで在宅医

は、初めての保険医療機関を訪れることも

くるし、あるいは赤十字病院の救援隊や自

療を受けていた人は、被災によってほかの

でとする、そういうようないろいろな一定

衛隊、行政、消防、ボランティア、こう

という活動になったり、また、幸いにして

いった人々が駆けつけて、いろいろと救助

施設や避難所へ引っ越ししないといけな

ある。

活動をするわけだが、これらは災害医療に

いというようなことが起こる。そういった

の制限下での診療を行うことになる。
おりの医療を行ったりする。しかし、一般

基づく避難所とか救護所といったところ

る。

の状況に応じた対応が必要ということにな

人に対して、われわれとしては、それぞれ
医療は、災害救助法に基づく医療である。

これらの人々が活躍する救護所等での

を形成し、運営することになる。

被害の少なかった保険医療機関は従来ど

10

一方、被災者も、従来部分の保険医療機

月刊基金 November 2017
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が意見を述べました。

メモを取りながら、真剣に講演を聞く参加者

クス
トピッ
「保険診療と審査を考えるフォーラム

年

月１日、
「保険診療と審査を考えるフォーラ

制度の維持﹂と﹁医療の高度化と保険財

﹁少子高齢化時代における国民皆保険

パネルディスカッション

行われました︒

と現状︑最後に今後の展望として講演が

～現状と今後の展望～」を開催

支払基金茨城支部は、平成

きました︒

ました。今号では、その概要を紹介します。

このフォーラムは︑
﹁保険診療と審査
の現状と今後の展望﹂をテーマに︑支払
基金がどのように医療保険制度に関わり︑

相川 三保子 氏 茨城県看護協会 会長

茨城県薬剤師会 会長

企画総務部長

長谷川 幸介 氏 市民代表
会長

●コーディネーター

冨田 信穂 氏

常磐大学 学長

園部 眞

社会保険診療報酬支払基金茨城支部

医療顧問

茨城県社会保険診療報酬請求書審査委員会

閉会挨拶
審査委員長

副審査委員長

海老澤 俊郎
小森 大成 氏

全国健康保険協会茨城支部

横地 裕昭 氏

健康保険組合連合会茨城連合会

皆保険制度は世界

は﹁わが国の国民

園部医療顧問から

とのまとめがあり︑

うことが必要か︒
﹂

るためにはどうい

この制度を維持す

か︑自分の立場で

きることは何なの

議論で︑自分でで

田氏から﹁本日の

総括として︑冨

行われました︒

政﹂と題して︑常磐大学学長の冨田信穂

茨城県歯科医師会 会長

根本 清美 氏

茨城県社会保険診療報酬請求書審査委

茨城県医師会 会長

森永 和男 氏

その中で審査委員会が機能することに

諸岡 信裕 氏

氏および社会保険診療報酬支払基金茨城

●パネリスト

員会の塚田篤郎審査委員長から﹁社会保

「少子高齢化時代における国民皆保険
制度の維持」
「医療の高度化と保険財政」

よって国民皆保険が支えられているとい

パネルディスカッション

支部の園部医療顧問をコーディネーター

塚田 篤郎

険診療と審査の現状について﹂と題し︑

茨城県社会保険診療報酬請求書審査委員会

うこと︑また︑その担う役割や存在意義

「社会保険診療と審査の現状について」

とし︑パネリスト７名が意見を述べ︑そ

基調講演

わが国の医療保険制度の概要︑支払基金

主催者挨拶

を国民に向けて発信していくことを目的

基調講演

ム～現状と今後の展望～」を水戸市の茨城県立県民文化センターにおいて開催し

10

TO

社会保険診療報酬支払基金茨城支部

の後︑それぞれのテーマについて議論が

開会挨拶

の紹介と茨城支部の取組み︑審査の流れ

金丸 浩一
支部長

中川 司
副審査委員長

中に一つしかない日本国民の宝︒本日の

内容を︑家族の方や周りの方にお話しい

ただき︑理解の輪が広がっていくことを

期待している︒
﹂と締めくくりました︒

パネルディスカッション

29
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茨城県社会保険診療報酬請求書審査委員会

に開催し︑３０４名の方にご来場いただ

プログラム

10
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基調講演

を持っており︑医療費の抑制にも寄与

険のページに掲載を行い︑広く周知を

行っている︒

消のための方策として︑審査委員会の

れが重要であると考えている︒差異解

保険者側双方の信頼を得るためにはこ

告に対し︑厚生労働省と支払基金の連

者検討会の報告が１月に出た︒その報

代の質の高い医療の実現に向けた有識

について︑国が進めるデータヘルス時

支払基金の業務効率化・高度化計画

機能強化︑あるいは︑審査の一般的な

名で本年７月に工程表を公表した︒支

塚田 篤郎

取 扱 いを取 りまとめて公 表 する形 を

払基金では︑審査支払新システムの構

ころである︒また︑支払基金が持って

年度を目途に具体的に進めていると

築と審査業務の効率化︑支部間差異の

等のブロック別会議の実施等で差異を

審査委員会は︑審査に関する苦情相

埋めるという取組みにより︑機能を強

解消︑審査委員会のガバナンスの強化︑

審査委員会の構成は診療担当者代表

談窓口の設置︑専門分野のワーキング

とっている︒

茨城県社会保険診療報酬請求書審査委員会 審査委員長

「社会保険診療と審査の現状について」（要旨）

日本が世界に誇れる国民皆保険制度︒
この制度の特徴は国民全員が公的保険
で保障されること︑医療機関を自由に
選べること︑安い医療費で高度な医療
を受けることができること︑そして︑こ
の制度を維持するため︑公費を投入し
ていることである︒
医療供給体制として︑病院︑診療所︑

と保険者代表と学識経験者代表︑それ

いるレセプト情報を通じビッグデータ

組織体制の見直し等を打ち出し︑平成

師︑看護師︑その他医療関係者は︑医

化することを考えている︒

グループの編成︑あるいは審査委員長

師法等において厳しく規制されている︒

ぞれ３分の１ずつの委員で構成され︑

していると考えている︒

医療保険制度は大別して︑被用者保

また︑当支部の差異解消のための方

当支部の審査委員は医科 名︑歯科

正な審査﹂と﹁迅速な支払﹂である︒

けられる国民皆保険制度を支える﹁適

も︑どこでも必要な医療サービスを受

支払基金の使命は︑誰でも︑いつで

常に重要であると思う︒最近はＩＣＴ

信頼される審査をする︒このことが非

は︑医療機関側と保険者側の両者から

とを常日ごろから心がけている︒審査

審査委員会では審査の充実というこ

化が必須である︒

は︑やはり職員と審査委員間の連携強

解消を積極的に推進している︒これに

当支部の取扱い状況を比較して︑差異

全員に周知し︑他支部の取扱い状況と

審査委員会議等で協議を行い︑それを

例について︑再審査部会あるいは主任

策は︑審査委員間︑診療科間の差異事

支払基金は︑全国規模の専門の審査支

がかなり進歩したので︑それを活用し

名︑調剤３名︑合計 名である︒

払機関であり︑その存在︑立ち位置は︑

て︑保険者および医療機関等に対する

であり︑審査委員は︑医師︑歯科医師︑

審査の決定は審査委員全体の合議制

ことから一定の幅が生じるところであ

の傷病の重症度や︑症状も多様である

裁量権の余地が認められ︑また︑患者

審査に係る差異は︑診療には一定の

取り上げ︑検討協議している︒合意で

ので審査の取扱いに差異のある事例を

回開催している︒研究会では︑おのお

すために︑審査委員合同研究会を年２

民健康保険団体連合会との差異をなく

TOPICS

また薬剤師であり︑専門職が審査する

るが︑合理的な説明がつかない差異は

また︑もう一つの審査機関である国
丁寧な説明責任も履行している︒

ということ自体が︑保険診療ルールに

きた内容は︑茨城県医師会報の社会保

ている︒

保険者と医療機関の双方から独立した

18

第三者機関として公正に事業を運営し

険である︒

険︑地域保険︑また後期高齢者医療保

薬局等があり︑医師︑歯科医師︑薬剤

塚田 審査委員長

解消するよう努めている︒医療者側︑

の利活用等も考慮に入れつつ︑基金本

32

部を中心に検討を行っている︒

月刊基金 December 2017

11

69

合致しない請求の発生を抑制する効果

会場風景

90

