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人   口  9,625 人  

国保被保険者数  2,491 人  

後期高齢者数  2,283 人  

世  帯  数  3,833 世帯  

  国保世帯数  1,509 世帯  

  

医療機関等数  

  

医科  3 機関  

歯科  4 機関  

調剤薬局  1 薬局  

 

（令和 3 年 5 月末現在）  

担当課・係  職  員  （うち専門職） 

税務住民課  

国保年金係  
10 人  5 人  

健康福祉課  

保健予防係  
9 人  7 人  

（支所）住民課  

税務住民係  
4 人  0 人  

 

 

和水町

尾市  

和水町は、平成 18 年 3 月に、三

加和町と菊水町が合併して誕生し、

熊本県北西部、福岡県との県境と、

九州の中心部に位置しています。九

州自動車道菊水 IC を有し、福岡都

市圏まで 60 分と、都市へのアクセ

ス条件の良い地域です。  

 また、菊池川と緑の山々等の豊か

な自然と江田船山古墳、田中城跡や

豊前街道を代表とする数多くの歴

史的資源に恵まれています。  

 産業面では、米をはじめ、野菜や

果実等の農畜産物の生産が盛んで

あり、また電器、精密機械等の企業

を誘致して、農工併進による発展を

遂げてきました。  

税務住民課と健康福祉課の皆さん  

取材の様子  
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～特定健診の受診率向上に向けて～  
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和水町の人口は、令和元年度に 1 万人を下回って以降、減少し続けており、高齢

化率も 41.7％（令和 3 年 5 月末時点）と、熊本県平均の約 31％を大きく上回っていま

す。 

 しかしながら、国保、後期高齢者医療ともに、一人当たり医療費は、県内市町村と

比較しても低い水準にあります。  

 その要因として、幼少期をはじめ各年齢層に対し、ご自身の健康に関心を持ってい

ただく取り組みを実施していること、事務職と専門職の役割分担の明確化や、職種に

関わらず、町独自で作成した各種台帳を活用し、課の垣根を超えた情報の共有・連携

することで保健事業が効率的に実施できていることなども、特定健診や特定保健指導

の高い実施率へとつながり、医療費抑制や重症化予防に寄与しているのではないかと、

国保担当者は分析しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 本町では 5～ 6 月に町内 3 か所で集団健診を

実施しています。特定健診受診率（図 1）は平

成 29 年度以降、目標の 65％を上回っており、

令和元年度は 66.3％と熊本県の平均 38.0％を

大きく上回っています。そのうちの約 8 割が

集団健診にて受診という状況です。 

 令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症

の影響もあり、62.6％（暫定値）と下がる見込

みですが、密にならないよう集団健診の時期

を分けて実施するなど、新型コロナウイルス

感染防止対策にも取り組みました。  

 

地域との連携を活用した取り組み 

 毎年 2 月に全世帯に対して健診希望調査を実施しています。令和 2 年度実施分まで

は、各地区健康推進員に配付と回収を依頼していましたが、健康推進員の高齢化に伴

い、令和 3 年度実施分から健診申込書を郵送し、各区長に回収をお願いすることとし

ました。今後も、地域住民と一体となり町の健康づくりに取り組みたいと考えていま

す。 

 3 月には、専任の事務職が過去の健診結果と KDB システムから抽出した重症化予防

対象者や健診の申込結果を基に受診把握台帳を作成しています。専門職が台帳を活用

し、年間を通して、個別に受診勧奨を実施しています。 

 また、生活圏が近い山鹿市や玉名市と定住自立圏形成協定を締結しており、熊本県

や郡市の医師会を通じて特定健診等委託機関に、歯科医師会を通じて歯科口腔健診委

保健事業の取り組み 

（図 1）特定健診受診率  
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託機関に対し、かかりつけ患者への受診勧奨の協力を依頼しています。  

 9 月には、健診申込者で、未受診の方に対して、専門職が訪問や郵送にて受診勧奨

を実施しています。11 月には、区長会等に各地区の受診率を周知し、更なる受診率向

上をお願いする予定です。  

 最終的に未受診者となった方にはアンケートを実施し、今後の受診勧奨に役立てて

います。職場で受診したため未受診となっている場合には、本人の同意が取れた場合

に限り、事業主から健診結果のデータを提供していただく等、住民の健康状態把握に

も務めています。 

 また、19～ 39 歳の若年層にも生活習慣病予防健診を実施しており、令和元年度受診

率は全体で約 40％（そのうち国保被保険者は約 30％）と高い実施率でした。 

 その他、前年度特定健診受診者を対象に、人間ドックの助成を、年間 100 人上限で

募っています。例年、申し込み上限に達しており、特定健診受診率の向上にもつなが

っています。 

 

 

 

 本町では、専任の事務職が、特定健診や人間

ドックの結果データを基に保健指導台帳を作

成しています。  

 特定健診の結果説明は、台帳から重症度が高

い対象者を優先して、日時・会場を指定した個

別説明又は訪問指導にて実施します。不在の場

合でも、不在通知を投函するなど何度も足を運

び、対象者とアポイントが取れるよう対応して

います。 

 訪問指導は、7 校区を保健師・栄養士等 10 人

で地区担当割し、職員と会計年度任用職員の保

健師がペアになり実施しています。その際に、

血圧記録手帳や糖尿病連携手帳を配付し医療

機関との連携にも役立てています。また、台帳を活用することにより、指導担当者、

指導状況、検査結果等が把握でき、効率よく実施することができます。  

 特定保健指導は、基本的に、重症度の高い対象者を直営で、それ以外は委託で実施

しています。この結果、特定保健指導実施率（図 2）も約 90％と高い水準で推移して

います。 

 今後は、指導が結果改善に結びつくこと、対象者が確実に自力で改善に向けて取り組める

よう導くことを目標に取り組んでいきたいと思います。 

 

糖尿病性腎症重症化予防 

 ヘモグロビン A1c6.5％以上の未治療者には医療機関への受診勧奨を、ヘモグロビン

A1c7.0％以上の治療者で血糖コントロールがうまくいっていない方には医療機関と連

携して血糖コントロールを良好に持っていくことを目標に実施しています。加えて、

糖尿病性腎症の患者には、腎機能の維持・改善に関わっていきます。  

（図 2）特定保健指導実施率  
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 また、集団健診で尿蛋白定性検査結果が±以上の対象者に尿蛋白定量検査を追加で

実施しています。定量検査結果を反映した保健指導台帳を基に、対象者を優先順位付

けし、保健指導や栄養指導、医療機関への受診勧奨を実施しています。  

 今後も、人工透析の予防のため、糖尿病の早期発見・治療への取り組みを継続して

いきたいと考えています。  

 

脳卒中の予防 

 本町では健診を受診しているにもかかわらず、脳

卒中に罹る割合が熊本県内において高く、その原因

の 8 割は高血圧でした。そのような現状を踏まえ、

リーフレット「知ってほしい！和水町の現状」（図 3）

を作成し、健診結果に同封したり、ポスター（図 4）

を町内のスーパーや医療機関等に掲示したり、周知

啓発に取り組んでいます。  

 また、令和 2 年度から乳幼児健診や健康相談で減

塩食品を配付したり、保健指導での血圧記録手帳の

配付を始めました。乳幼児健診の際には、大人同様、

子どもも離乳食が始まる前から減塩・高血圧対策に

取り組み、生活習慣を整えた方が動脈硬化の予防効

果が高くなることを説明することで、食生活を見直

すきっかけにもなっています。 

 他にも、小学 6 年生を対象に、夏休みの期間中に

和水町立病院の健康管理センターに来場してもら

い、生活習慣病に特化した血圧測定、血液検査（血

糖、中性脂肪等）、尿検査を実施しており、令和 2 年

度からは、推定 1 日食塩摂取量検査（尿検査）も取

り入れています。学校教育課が主管ですが、個別の

結果説明については、保健師・栄養士が対応してい

ます。小学生でも血液検査で有所見があることは少

なくなく、学童期からの生活習慣病予防対策の重要

さを実感していただく機会となっています。  

 

 

 

 

（図 3）リーフレット（表裏面）  

（図 4）脳卒中予防ポスター  
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～中学生向け授業～ 

 令和 2 年度から、町内中学校 2 校に出向き、

3 年生を対象に、社会保障の授業の一環として、

町職員が講師を務め、国保・年金制度の授業（図

5）を年に 1 回実施しています。実施に至った経

緯は、担当者が国保年金係に異動したばかりの

頃に、担当者としての国保・年金制度の知識が

少ないこと、また、住民に手続き等の周知がで

きていないことに気づき、若年層からの制度周

知を進めたく、町教育委員会に相談し、承諾し

ていただきました。 

 受講した中学生からは、「こんなに医療費がか

かっているとは思わなかった」等の感想をいた

だきました。 

 社会保障は、年齢を問わず住民生活に関わっ

てきますので、今後も継続していきたいと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

国保制度周知の取り組み 

（図 5）授業資料の一部抜粋  

国民健康保険和水町立病院  
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まちの見どころ 

和水町には、身体にまつわる「八つ（目、いぼ、胃、性・腰、歯、

命、耳、手足）の神様」が点在しています。昔から各村に治らぬ病

の神頼みとして祀られていました。  

健康祈願のご利益めぐりにお出かけください。  

日本マラソンの父と言われる金栗四三が、玉名中学校に入学するま

での約 14 年間を暮らした生家は、築 200 年を超えた今でも、当時の

趣を残したまま現存しています。（内部観覧有料）  

手足の神様 胃の神様 
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 令和 3 年 7 月下旬に開催を予定していた「令和 3 年熊本県国民健康保険団体連合会通常

総会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面での開催となり、7 月 21 日付

け熊国保連発第 209 号にて、県内国保保険者（会員）に議案書を送付し、書面による表決

を依頼しました。提出された議案は全て原案どおり可決、承認されました。 

 

✍ 報告事項 

報告第 1 号 令和 3 年度熊本県国民健康保険団体連合会特別会計歳入歳出予算の補正 

報告第 2 号 熊本県国民健康保険団体連合会規則の一部改正 

 

✍ 議決事項 

議案第 1 号 令和 2 年度熊本県国民健康保険団体連合会業務報告の認定 

議案第 2 号 令和 2 年度熊本県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決算の認定 

≪以下、議案第 3 号～12 号は令和 2 年度特別会計歳入歳出決算の認定≫ 

議案第 3 号 国民健康保険関係事業特別会計（業務勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 4 号      同上       （支払勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 5 号      同上     （抗体検査等支払勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 6 号 後期高齢者医療関係事業特別会計（業務勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 7 号      同上        （支払勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 8 号 介護保険関係事業特別会計（業務勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 9 号      同上     （支払勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 10 号 障害者総合支援法関係業務等特別会計（業務勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 11 号      同上          （支払勘定）歳入歳出決算の認定 

議案第 12 号 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計歳入歳出決算の認定 

議案第 13 号 令和 3 年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の補正 
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✍ 令和 2 年度業務報告 

【審査関係】 

 本会の基幹業務である診療報酬審査支払業務に関しては、当該事業の高度化、効率化を

図り、医療費適正化を推進。 

◆ コンピュータチェックの公開では、審査の透明性の更なる向上などを目的に、令和 2

年度の報酬改定を反映した 85,562 事例を公開するとともに、コンピュータチェック

項目の精査と拡充を行いました。 

◆ 職員の資質向上のため、審査委員による専門研修等を受講し、審査事務共助力の充

実・強化を図りました。 

 

【保険者支援関係】 

 保険者が行う保健事業をより効果的、効率的に行われるように支援。 

◆ KDB システム、保険者データヘルス支援システムを用い、分析・統計資料の作成や学

習会を行うとともに、データヘルス計画の中間評価に係る資料提供や研修会を行い

ました。 

◆ 『国保・保健主管課長・担当者合同研修会』では、新潟県上越市副市長の野澤朗氏を

講師に「医療費、介護費を削減する 健康づくり活動を市民活動に～健診から始まる

健康づくり～」と題して、専門職の力量形成、事務職の意識改善並びに部局横断的な

役割分担の重要性などについて講演いただきました。 

 

【システム関係】 

 オンライン資格確認等システムの導入を確実かつ円滑に実施するための支援。 

◆ 令和 3 年 3 月から予定されていたオンライン資格確認が令和 3 年 10 月に延期されま

したが、市町村国保システムから出力される資格情報を各種システムへの連携、登録

するため、各システム間の連携及びセットアップを実施しました。 

 

【事務局運営関係】 

 危機管理の取り組みや人材育成など、事務局業務運営の効率化等を実施。 

◆ 情報セキュリティ対策では、3 年に 1 度の ISMS 更新審査を受審し、審査委員から

ISO27001 規格の要求事項に適合していると認定され、更新が認められました。 

◆ 人材育成においては、職員の資質向上を図るため、各種研修会を開催（参加）しまし

た。 

 

【令和 2 年度緊急対応業務】 

◆ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、診療報酬等が激減した医療機関等の資金

繰りを支援するため、診療報酬等の概算前払いを実施しました。 

（件数 15 件 金額 3,573 万 8,000 円） 

◆ 新型コロナ感染症緊急包括支援事業等に係る医療従事者等への慰労金及び感染拡大

防止等のための支援金の支給事務を実施しました。 

（慰労金受付 7,179 件・支援金受付 7,909 件） 

◆ 令和 2 年 7 月豪雨災害に係る被災者の既往歴情報等を医療従事者から求められた場

合の情報提供（件数 29 件、93 名分）やインスリン等の服用が不可欠な被保険者を抽

出し被災市町村へ提供しました。（11 市町村（相良村、球磨村へは持参）） 
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ZOOM UP ～令和 3 年熊本県国民健康保険団体連合会通常総会～  
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✍ 令和 2 年度決算状況 

（単位：円） 

会   計   名  歳  入  額  
前年  

度比  
歳  出  額  

前年  

度比  

歳入歳出  

差引額  

一般会計   14,795,076,972 4489.2

% 

14,750,444,936 5283.4

% 

44,632,036 

国民健康保険関係事業  業務勘定  1,463,657,215 100.7% 1,379,904,239 107.2% 83,752,976 

特別会計  支払勘定

（診療報酬） 

153,857,080,761 97.4% 153,836,059,763 97.4% 21,020,998 

支払勘定  

（風しん） 

202,685,227 168.6% 

 

202,685,227 168.6% 0 

後期高齢者医療関係事業  業務勘定  1,510,183,732 96.9% 1,329,087,587 100.2% 181,096,145 

特別会計  支払勘定  272,573,411,886 97.4% 272,568,236,734 97.4% 5,175,152 

介護保険関係事業  業務勘定  851,865,294 90.7% 637,644,516 90.1% 214,220,778 

特別会計  支払勘定  170,238,035,467 101.7% 170,236,840,869 101.7% 1,194,598 

障害者総合支援法関係  業務勘定  128,896,750 100.2% 85,352,774 101.7% 43,543,976 

業務等特別会計  支払勘定  49,655,541,730 106.3% 49,654,516,708 106.3% 1,025,022 

特定健康診査・特定保健指導等事業  

特別会計  
1,313,011,163 88.9% 1,308,171,883 89.1% 4,839,280 

合      計  666,589,446,197 101.3% 665,988,945,236 101.3% 600,500,961 

 

 各特別会計〈業務勘定〉：各種手数料収入を基に、審査支払・共同電算等の事業を経理 

      〈支払勘定〉：診療報酬、介護給付費等の保険者からの受入金を基に、診療報酬等を医療機関  

            及び介護サービス事業所等に支払うための勘定を経理 

 

 令和 2 年度決算の合計額は、歳入歳出ともに前年比 101.3％で、歳入歳出差引額

600,500,961 円（高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金（指定公費）に係る返還金

2,181,325 円を含む。）は全額を翌年度に繰り越します。 

 令和 2 年度は、新型コロナ感染症緊急包括支援事業等に係る医療従事者等への慰労金等

の支給業務に係る費用、約 145 億円を一般会計で経理したため、一般会計の決算額が大幅

に増加しています。特別会計（支払勘定）における前年度比の主な減少要因は新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大による受診控えの影響となります。 
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◆6/29 令和 3 年度第三者行為求償事務初任者説明会 

 

 求償対策推進課では、新規事業として標記説明会を Zoom によるオ

ンラインにて開催し、40 保険者から 57 人の参加がありました。アン

ケート結果において、1 保険者から通信障害も報告されましたが、参

加者からは「第三者行為求償は難しいイメージだったが、説明を聞い

て理解できた」、「説明会後、第三者行為に関する問い合わせがあった

が、説明会に参加していたのでスムーズに対応できた」、「オンライン

だと、移動時間が必要ないため助かる」、「対面での開催が望ましい

が、オンラインという選択肢も必要」等の感想が寄せられました。 

         【説明内容】 ・第三者行為求償事務とは 

                ・損害賠償請求とは 

                ・窓口対応方法 等 

                                         

 

◆6/30 令和 3 年度市町村介護保険事務担当者説明会 

 

 例年、介護保険課では、各市町村担当者の事務処理上の不明点や疑

問点を解消し、円滑な事業運営に繋げることを目的として、介護給付

費等の審査支払及び共同処理に関する基本的な事項を中心とした内容

の説明会を開催しています。 

 市町村からの問い合わせの多い受給者台帳や過誤処理、主治医意見

書作成料などの処理の流れや、帳票・データの見方等についての説明

に加えて、エラーが多い事業所台帳の説明も追加しました。 

 今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から初の Zoom に

よるオンラインで開催し、42 市町村から 88 人の参加がありました。3

時間にわたって実施しましたが、映像や音声に支障もなく、アンケート結果では好評を得

ました。 

                                           

 

◆7/7 令和 3 年度市町村障害者総合支援事務担当者説明会 

 

 標記説明会を Zoom によるオンラインにて開催し、

41 市町村から 62 人の参加がありました。 

 本説明会は、障害福祉サービス等給付費の審査・支

払に関する事務処理について、エラーとなる具体例を

含め説明し、担当者が抱える疑問点等を解消すること

で、円滑な事業運営に繋げることを目的に開催してい

ます。 

 今年度は、「過誤調整」、「受給者台帳」、「二次審査」、

「新高額等」、「市町村等支援システム」について説明しました。 

国保連合会 News!! 
国保くまもと Vol.248（2021 年 9 月号） 

 

村上係長 

田中主事 

（左）豊岡主事 （右）田尻主任 
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 参加者からは「効率が良いと感じたので、今後もオンラインでの説明会を希望します」

や「質問を受け付ける時間があっても良いのでは？」等のご意見がありました。 

                                           

 

◆7/13 令和 3 年度第 1 回保険者協議会 

 

 熊本県保険者協議会委員 19 人（代理出席者を含む。）出席のもと、Zoom によるオンライ

ン形式にて、開催しました。 

 会議では、中山広海会長（熊本県国民健康保険団体連合会常務理事）を議長として、事

務局から提出された議案の審議を行い、全て原案どおり承認されました。 

 

 1 報告事項  

【報告第 1 号】 

人事異動に伴う熊本県保険者協議会委員及び専門部会委員の変更結果について 

 

 2 議決事項  

【議案第 1 号】 

令和 2 年度熊本県保険者協議会及び熊本県保険者協議会各専門部会事業報告の認定につ

いて 

【議案第 2 号】 

令和 2 年度熊本県保険者協議会会計歳入歳出決算の認定について 

【議案第 3 号】 

令和 4 年度集合契約に係る契約代表保険者の選定について 

 

 3 その他  

・「令和 3 年度保険者協議会事業計画」の概要について 

・専門部会における検討内容（進捗状況）について 

・後発医薬品使用割合とその比較について 

（その他、委員からの発言） 

・熊本県からの人生 100 年くまもとコンソーシアムの取り組みについての情報提供 

・集合契約の代表保険者選定方法について 

                                           

 

◆7/14 令和 3 年度市町村事務処理標準システム集合研修会 

 

 熊本県市町村自治会館において、市町村事

務処理標準システム（以下「標準システム」

という。）集合研修会を開催し、令和 3 年度に

標準システムを導入予定の 5 市町の担当者及

び委託電算会社が参加しました。 

 標準システム導入に向けて熊本県クラウド

の構築・保守を担当するクラウドベンダの九

州日立システムズより、標準システムの操作

説明を午前の部及び午後の部に分けて行いました。 

 午前の部は、全体説明として、トータルチェック時にクラウドベンダ側で実行する作業

の説明や既存システムから標準システムへ切り替える際の補足説明を行いました。さらに、

バッチ処理の基本的な操作、各バッチ処理を実行する際に前提となる処理など標準システ
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ム共通の操作説明に加えて、被保険者証の一括処理や高額療養費の画面操作についても説

明を行いました。 

 午後の部は、午前の部で説明した標準システム共通の操作説明のほか、現年度更正処理

や当初賦課処理といった保険料（税）賦課に係る操作説明を行いました。 

 本研修会では、標準システムのトライアル環境を利用し参加者に標準システムの画面操

作を実際に行っていただきました。今後は、今回の集合研修会の内容を踏まえ、5 市町で

自主研修を行いながら円滑に本番稼働を迎えられるように準備を進めていくことになり

ます。 

                                           

 

◆7/20 令和 3 年度保健指導スキルアップ研修会 

 

 本研修会は、事例を基にした学習を基本とし、専門職の保健指導の実践力をつけること

を目的に今年度から３年間の継続事業として実施するもので、モデル市町村を募ったとこ

ろ 10 市町村から応募があり、水俣市、西原村、山都町、氷川町が選定されました。講師に

は、市町村や企業の保健師として保健指導の実績を積まれ、現在は保健指導の指導者とし

て全国的に活躍されている門田しず子氏をお迎えし、今年度は 2 回の研修を予定していま

す。 

 第 1 回は、本会会議室にて、集合とオ

ンラインを併せたハイブリット形式で開

催し、4 市町村の保健師・栄養士等の専門

職 23 人が参加しました。 

 研修会では、モデル市町村が健康課題

について報告し、その後、門田講師がデ

ータを基に、課題設定の確認を行いまし

た。その上で、再度、健診・医療・介護に

加え、死亡までを一体的に分析することを提案され、「ターゲットを絞り着実に実践するこ

とで成果へとつながる」と述べられました。 

 門田講師は事例を健診データから読み取る際のポイントとして、「脳・心・腎に血管変化

が起こっていないかという視点が重要であり、そこを切り口に、実際に身体の中で行って

いる変化を住民の生活習慣や食習慣に関連付けながら説明することで理解が得やすいこ

と」、「一度に多くのことを説明せずに、継続した支援が重要であること」を助言されまし

た。 

 さらに、保健指導の導入として、「住民に保健指導にかかる時間を予め説明し了承を得て

おくこと」や「特定健診の継続受診について敬意を表すこと」が保健指導をスムーズに進

めるコツであることも付け加えられました。 

 参加者からは、「有所見の割合が減ったから、課題が解決したと判断している部分もあり、

もう一度丁寧に分析を行い課題を明確にしたい」、「本人の言葉を引き出し、教えてもらう

姿勢で今後保健指導を行っていきたい」との感想がありました。 

 次回は、令和 4 年 2 月中旬に門田講師がモデル市町村へ出向き、実際に住民へ保健指導

を行う予定です。 
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テーマ 

「ｗｉｔｈコロナ時代の地域医療」 
 
  日  時 令和 3 年１０月２３日（土） ９：3０ ～ １７：００ 

  開催方法 オンライン開催（Zoom を使用） 
 
 

 【学会内容】 

  １ 研 究 発 表   ９：５０ ～ １１：４０ 

 １２：２０ ～ １５：１０ 

 

  ２ 特 別 講 演  １５：２０ ～ １７：００ 

テーマ 『循環器治療の実態と対策』 

講 師  国立大学法人熊本大学 

      学 長  小川 久雄 氏 

 
※詳細は、開催要領の日程表を参照してください。 

 

 【お申し込み方法】 
熊本県国保連合会ホームページ（http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/）トップ画面上の「熊本県国保地域医療学会」 

をクリックし、研究発表（７月２１日（水）まで）、参加（９月３０日（木）まで）をお申し込みください。 

    御不明な点は、下記の事務局までお問い合わせください。 

    ※申込者の個人情報は、確認のための名簿作成及び連絡のみに使用します。 参 加 費 無 料 

 

●主 催  熊本県国民健康保険診療施設協議会、熊本県市町村保健師協議会、熊本県国民健康保険団体連合会 

 

●後 援  熊本県、熊本県市長会、熊本県町村会、熊本県医師会、熊本県歯科医師会、熊本県薬剤師会、  

       熊本県看護協会、熊本県地域包括・在宅介護支援センター協議会、熊本県社会福祉協議会、 

       熊本県訪問看護ステーション連絡協議会、熊本県老人福祉施設協議会、熊本県老人保健施設協会 

 
●事務局  〒８６２－８６３９ 

       熊本市東区健軍２丁目４番１０号 
       熊本県国保地域医療学会事務局 

（熊本県国民健康保険団体連合会内） 
       ＴＥＬ ０９６－３６５－０９７６ 
       Ｅ-mail 43kokushinkyou@kumakoku.jp 
       ホームページ http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/ 

多数の参加を 

お待ちしております！ 
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改正支払基金法が今年4月に施行された。

審査支払機関改革は医療保険に関わる規制

緩和・行政改革の中で長年議論されてきたテ

ーマであり、今回の改革では、支払基金の改

革と合わせて、国保連についても審査事務高

度化の基本計画が策定された。改革の内容は

多岐にわたっており、審査支払機関の改革を

めぐる議論はこれで一区切りがついた、とい

うところであろう。 

実はこの議論、個人的に私は昔から少し違

和感があった。もちろん事務の効率化や組織

体制の見直しは不断に進めるべきことなの

だが、議論の前提、つまり今の日本の審査支

払システムは極めて非効率・高コストで組織

再編を含む抜本的な改革が必要だ、という規

制改革推進会議の問題認識に素朴な疑問を

感じていたからである。 

アメリカの医療制度と比較して考えてみ

よう。アメリカの医療制度には様々な問題が

あるが、事業運営上の最大のコスト要因は、

医療機関にとっても保険者にとっても、請

求・審査（査定）・支払の事務なのだ。 

周知のようにアメリカの医療制度は高齢

者と低所得者を除いて民間保険会社が保険

者で、それぞれ様々な保険商品を売っている。 

商品ごとに適用範囲も償還価格も条件も

違う。商品の数だけ点数表があり、患者ごと

に請求できる医療費の範囲も請求様式も請

求相手（保険会社）も異なる、ということだ。 

従って医療機関サイドの「費用請求」事務

は膨大なものになる。何せ患者ごとに請求相

手も請求様式も報酬基準も違うから、保険会

社の数だけ、保険商品の数だけ請求様式・請

求条件があってそれに合わせて何通りもの

システムを用意しなければならない。アメリ

カの病院の事務部門はとても大きい。 

加えて、実際に起こっていることは、医療

機関は請求できるだけ目一杯請求し、保険会

社は査定できるだけ目一杯査定する、という

バトルだ。請求側も査定側も膨大なマンパワ

ーとコストをかけて、このバトルを日常的に

やっている。 

そのコストたるや膨大なもので、総医療費

の8％に達する。アメリカの医療費は対GDP比

20％になろうかという膨大なものだから、

GDPの2％近く、日本に置き直せば10兆円近い

コストが事務経費にかかっていることにな

る。となれば、医療事務の効率化・IT化は非

常に大きなコスト削減効果を生む。だからア

メリカでは医療事務の効率化・IT化は医療改

革の大きなテーマになるのだ。 

翻って日本。特殊な医療を除けばほぼ全て

  こくほ随想 

審査支払機関の改革 

国保くまもと Vol.248（2021年 9月号） 

上智大学総合人間科学部教授 一般社団法人未来研究所臥龍代表理事   

香取 照幸 
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の医療行為は保険適用。診療報酬は公定価格

でどの保険者でも一律。請求先も（保険者が

幾つあろうが）2箇所（基金と国保連）だけ。

患者がどこの保険に入っていようと医療機

関側の請求事務は基本的に全部同じ。請求様

式も同じ、診療単価も同じ。 

審査支払機関側も、審査基準は一律（療養

担当規則と点数表・疑義解釈）。むしろ支部

ごとに査定基準が違うことが問題になるよ

うな世界だ。 

日本の総医療費に占める審査支払コスト

は1％強。そもそも日本の医療費はマクロで

見てもミクロで見ても安い。医師の報酬も国

際標準から見たらささやかなもの。その安い

総医療費の、たった1％しかならないのだ。 

もちろんレセプトの電子化やシステム全

体のICT化はとても大事なことで、今後も積

極的に進めていくべきだと思うが、ICTやビ

ッグデータの話はもっと他のところで大き

な付加価値を生むもので、既存事務の効率化

やコスト削減の視点からだけで議論するの

はその重要性を矮小化することになりかね

ない。 

議論すべきはもっと大きなところ、審査支

払の大前提である診療報酬体系や本来の意

味での保険者機能・権能をどうするか、とい

うところにあるのではないだろうか、という

のが私の印象である。 

 

（記事提供 社会保険出版社）
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今回は夏休みということで、国保の話を

離れた話題提供をしたい。私が役人時代に

学んだ「交渉力」の話をしようと思う。 

 役人の仕事は、極言すれば「利害調整」「合

意形成」である。なので「交渉」「折衝」に

長けていなければ仕事はできない。 

 交渉とは立場や利害の異なるもの同士が

自身の利益の最大化を目指して行う対面行

為である。言ってみれば武器を使わない戦

争のようなもの、故に交渉の基本は兵法に

学ぶ必要がある、というのが私の結論であ

る。 

■敵を知り己を知れば百戦危うからず 

 交渉は事前の情報収集でほぼ 80％以上勝

敗の帰趨は決まる。対面折衝で一発逆転、な

んてことはまずない。対面折衝に至るまで

の間に何をするかが大事である。すなわち

交渉力の基本は情報戦、インテリジェンス

である。 

■相手を知る 

 できる限りデータを集め、過去の事象を

調べ、相手の行動様式と思考パターンを把

握し、相手の「力量」を客観的に把握する。

彼我の力量と状況を見極め、負ける場面、勝

ち目のないポイントでの勝負はしない。自

身が不利な場面ではできるだけ「分け」に持

ち込むことが基本。格闘技と同じである。 

■相手の真の利害を知る 

 相手が本当に欲しいもの、取りたいポイ

ント、譲れない一線は何か。それを知れば相

手の交渉のロジック（交渉の組み立て・手順

と手札）が把握できる。相手の交渉のロジッ

クと手札が分かれば、相手の強みも弱みも

分かる。相手の欲しいものをできるだけ高

く売り、譲歩を引き出す。 

■交渉相手を味方に付ける 

「手強い」と思わせることも大事だが、「こ

っちのことを分かってくれている」と思わ

せることも同じくらい大事である。むしろ

気持ちを通わせることで折衝はきわめて有

利になる。内部情報をとることももちろん

重要であるが、そのためにも相手の中に味

方を作ることが重要で、窓口になっている

交渉相手は取り込んで味方につけることが

肝要である。 

■複眼思考の重要性 

 交渉とは一面では合意形成のプロセスで

もある。交渉というとどうしても勝ち負け、

ゼロサムと思いがちだが、実際はそうでは

ない。いかにお互いの利益を最大化させる

か、今風に言えば win-win の関係を構築す

るかが重要である。 

  こくほ随想 

交渉力のお話 

国保くまもと Vol.248（2021年 9月号） 

上智大学総合人間科学部教授 一般社団法人未来研究所臥龍代表理事   

香取 照幸 
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 1+1 が 3 になることもある。お互いの利害

が一致しているものは、合意してしまえば

よい。そこに新たな価値が生まれることも

ある。真に争うべきポイント、ここだけは譲

れないというポイントにしぼって勝負する。 

 交渉に 100％はない。「完勝」を目指して

はいけない。80 点とれれば望外の大勝利く

らいに思った方がよい。何を取り、何を譲る

のか。交渉の組み立てと出口イメージをき

ちんと持って交渉に臨むことが重要である。 

■闘わずして勝つ 

 実際の戦争も似ている。武力行使／武力

衝突は最後の手段である。人的物的損耗の

大きい実戦はできるだけ避け外交交渉で決

着を図る、というのが紛争解決の基本であ

る。戦国武将の行動様式をよく学ぶべきで

ある。彼らは決して無駄な戦闘はしない。目

先の戦闘に勝利しても味方の損耗の方が大

きければ何の意味もないからだ。 

■時系列を重視する 

 単発の交渉で勝利しても、その次に続か

なければ意味がない。折衝は一回では終わ

らない。繰り返し折衝を重ね、ポイントは絞

り込まれていく。折衝レベルも上がってい

く。交渉過程のどこでどのカードを切るか。

どこでレベルを上げ、誰にカードを切らせ

るか。その組み立てが重要になる。 

■そして最後に大事なこと 

 大きな戦略をきちんと立てると同時に、

折衝過程のシナリオ・戦術を考えること。そ

れが勝利への道である。 

 （記事提供 社会保険出版社）

 

 

 

 

【 出 身 地 】東京都 

【生年月日】1956 年 10 月 3 日 

【 現 職 】上智大学総合人間科学部教授 

      一般社団法人未来研究所臥龍代表理事 

【 学 歴 】1980 年 3 月 東京大学法学部卒 

【 職 歴 】 

1980 年 4 月厚生省入省後、保険局国民健康保険課、在フランス OECD(経済協力開発機構)事務局研究

員、埼玉県生活福祉部老人福祉課長、厚生省高齢者介護対策本部事務局次長等を経て 2001 年 5 月か

ら総理大臣官邸に勤務。その後、内閣官房にて社会保障国民会議、社会保障・税一体改革等を担当し、

厚生労働省年金局長、雇用均等・児童家庭局長を経た後、2017 年 3 月まで在アゼルバイジャン共和

国日本国特命全権大使。2020 年 4 月より上智大学総合人間科学部教授。2020 年 8 月一般社団法人未

来研究所臥龍を設立、代表理事に就任。 

【 公 職 】日本年金学会会員、日本医師会 医療政策会議委員、日本地域包括ケア学会評議員など 

【 著 書 】「介護保険制度史」（共著）「教養としての社会保障」「民主主義のための社会保障」 

（いずれも東洋経済新報社） 

プロフィール 

香取 照幸（かとり てるゆき） 
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 訪問歯科診療とは、診療所ではなく、在宅や施設で歯科診療が受けられるものです。歯科に

関してお困りの際、外来受診が困難だからといって、本人や家族が歯科治療を受けることをあ

きらめる必要はありません。入院前にはかかりつけの歯科医院があっても、多くの場合は、歯

科医師・患者関係が途切れてしまい、対応が放置されるという悪循環を招いていることがしば

しばみられます。 

 療養先の状況や患者さんの全身状態、治療時の姿勢の保持や照明など制約はありますが、基

本的には、訪問歯科診療で行われる診療内容は外来で行われるものと同じものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保くまもと Vol.248（2021 年 9 月号） 

訪問歯科診療を利用しましょう 

熊本県歯科医師会理事  

町田 由美子 

 

 

第３回 
全 12 回 
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 訪問診療の場でも、歯科医院と同じように診療できるようにレントゲンや治療に必要な

器材を持ち運べるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また歯科医師は患者さんの全身状態を把握するために、かかりつけの医師や入院時の主

治医、関連職種等と外来診療以上に密な連携をとります。 

 歯科治療というと、歯を削って歯を補うも

の（銀歯や入れ歯）を入れるというイメージ

が強いと思いますが、歯があるということだ

けで食べることができるのではなく、口を動

かす筋肉、呑み込みの状態等、いわゆる口腔

の機能を評価して、食事の形態を工夫する必

要性もあります。加齢変化を含めて、慢性的

に徐々に機能低下することを念頭に支援し

ます。「食べる」ということは、栄養障害を改

善し、療養を支援することにつながります。 

 

 歯科訪問診療対象者は、寝たきり・歩行困難な疾病等で歯科医院に通院が困難な方、認

知症等で心身状態が医学的に困難で外来受診ができない方、障害があって歩行困難あるい

は外出困難な方などです。年齢

の制限はありません。要介護者

で介護サービス（デイケア等）を

受けている時間帯は不可です。

また、入院中の病院に伺うこと

はできますが、歯科のない病院

で、本人、家族、主治医の許可が

必要です。訪問先と歯科との距

離が半径 16 ㎞以内に限られま

す。（特別な場合を除く） 
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 訪問歯科診療では、高齢者、特に要介護高齢者が多いです。それは加齢と疾病により歩

行困難となることが多いからであり、歯科的な問題を抱えているにも関わらず、これまで

の歯科受診率は 75〜79 歳をピークに、その後急速に減少している実態があります。（厚生

労働省 平成 29 年調査「年齢階級別歯科推計患者様数及び受診率」）。高齢者の歯科医療は

外来を中心に行われ、外来受診ができない要因が発生すると受療機会を失っていることが

要因と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者の特徴として、加齢による唾液減少と多剤服用による副作用としての口腔乾燥に

よりむし歯の発生リスクが高く、歯周病も重症化しやすくなります。歯科疾患が放置され

ることで歯の喪失を招き、咀嚼機能や嚥下機能などの口腔機能の低下を招き、食べるとい

う楽しみばかりではなく、栄養状態の悪化によるフレイル、サルコペニアや生活の質の低

下や生きるための意欲低下につながることがあります。また、多くの高齢者は口腔健康管

理（義歯の修理や新製、咀嚼・嚥下機能のリハビリ、口腔ケア）などを必要としています。 
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どのように依頼したらいいですか？  

 

 歯科と医科の連携、他職種との連携が進んでおり、身近なかかりつけ歯科や病院の連携

室、ケアマネージャーに相談いただくことで訪問歯科につなげていただくことができます。 

 どこに相談したらよいかわからず不安なこともあるかと思います。 

 熊本県歯科医師会では在宅歯科医療連携室を設けております。訪問歯科診療等について

お困りの場合は気軽に相談ください。 
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プロフィール 

町田 由美子（まちだ ゆみこ） 

【現職】 令和 3 年 6 月 熊本県歯科医師会地域保健Ⅱ担当理事 

【職歴】 平成 27 年 6 月～令和 3 年 6 月 

             熊本県歯科医師会厚生・医療管理委員会 委員  

     平成 29 年 6 月 熊本県歯科医師会センター介護委員会 委員 
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栄養価（１人分） 

エネルギー       531kcal 

たんぱく質       23.5g 

脂質             21.8g 

炭水化物         58.6g 

食塩相当量        1.7g 

材料（2 人分） 

玄米ごはん                       ３００ｇ 

卵                                   2 個 

ハム（ベーコン、焼豚でも OK）     ４０ｇ 

長ねぎ                             ４０ｇ 

パプリカ赤・黄                   各２０ｇ 

エリンギ                           ４０ｇ 

ちりめんじゃこ（桜えびでも OK）   ２０ｇ 

こめ油（サラダ油でも OK）       大さじ１ 

白だし                           大さじ２ 

ブラックペッパー                     少々 

 

 

 

栄養豊富な優秀食材 

玄 米 

 

 玄米は白米に比べ、ビタミン B群や

ビタミン E、ミネラル、食物繊維などを

多く含む優秀食材です。 

 玄米に含まれる食物繊維の多くは、

不溶性食物繊維です。不溶性食物繊維

は、胃や腸の中で水分を吸収して蠕動
ぜんどう

運動を促し、便秘の解消に役立ちます。 

 また、低 GI食品である玄米は、血糖

値上昇抑制作用があり、インスリンの

過剰分泌を防ぐことで、脂肪が蓄積さ

れるのを抑えることができます。 

 食べにくさを感じてしまいがちな玄

米も、チャーハンにすることで気にな

らなくなります♪消化不良を防ぐた

め、よく噛んで食べましょう★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※血糖値スパイク…食後、急激に血糖値が上昇する状態のこと 

（１）ハムは 1cm 角、長ねぎ、パプリカ、エリンギは大きめのみじん切りにする。 

（２）卵をとき、玄米ごはんと混ぜておく。 

（３）フライパンにこめ油を熱し、（１）をしんなりするまで炒める。 

（４）（２）を加え、さらに炒める。 

（５）白だし、ブラックペッパーで味付けし、最後にちりめんじゃこを入れて混ぜ合

わせる。 

玄米チャーハン 

国保くまもと Vol.248（2021年 9月号）  

）  

提供：（公社）熊本県栄養士会 

玄米ごはんと溶き卵を合わせて

なじませておくのがパラパラに

仕上げるコツです♪ 

第 9 回 

 

 
今回のテーマは、 

 血糖値スパイク※を起こさない！！ 

食材マメ知識 

管理栄養士 松葉 絵美 

（公社）熊本県栄養士会 理事 

ウェルネスデザイン合同会社 

 営業部長 

株式会社グレースラーン 食顧問 

NOURISH 代表 
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熊本県内各地の国保に携わる皆さんの 

日々の仕事や今後の目標、プライベートなどを 

毎号紹介していくコーナーです。 

今回は氷川町と熊本県歯科医師国保組合です！ 

 

氷川町 町民課 国保年金係 主事 俵
たわら

 友
とも

恵
え

 さん 

➊ 4 月から町民課に配属となり、主に国保の給付や保健に関する業務を担

当しています。住民の方と接する機会が多く、できるだけわかりやすい

説明を心がけていますが、まだまだ至らない部分が多く、より一層勉強

に励みたいです。 

➋ ITZY（K-POP 女性グループ）の動画を見ることです。美しくかっこい

い、髪の動きまで揃ったダンスを観ていると、自分も頑張ろうと思えて

きます。 

➌ 氷川町は歴史が 100 年以上の梨の産地です。「吉野梨」のブランド名

で販売されています。品種は７月の収穫から次々と移り変わっていき

ますが、９月頃のおすすめは「新高（にいたか）」です。大きさはジャ

ンボ梨と呼ばれるほど大きく、食感はシャリシャリとした甘い品種で

す。ぜひご賞味ください。 

国保くまもと Vol.248（2021 年 9 月号） 

Part9

3３ 

国保のＷＡ
輪

 

➊  担当業務について思う

ことや今後の目標 

➋  リフレッシュ方法、 

または趣味・特技 

➌  私のまちの自慢・PR 

熊本県歯科医師国保組合 給付・統計係 野口
の ぐ ち

 泰生
たいせい

 さん 

➊ 勤務を始めて 3 年目、主に保険給付に関する業務を担当しております。

電話・来客対応や書類の処理等日々PC と睨めっこしていますが、常に

笑顔で分かりやすく丁寧かつ迅速な対応を目標に仕事に取り組みます。 

➋ 趣味はｽﾎﾟｰﾂ観戦。ﾛｱｯｿ熊本、熊本ｳﾞｫﾙﾀｰｽﾞ、火の国ｻﾗﾏﾝﾀﾞｰｽﾞの地元

のﾁｰﾑを始め、先日まで東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに感動しておりまし

た。また、自粛期間、家にいることが多く、料理をする機会が増えｽｲ

ｰﾂも作るようになりﾚﾊﾟｰﾄﾘｰが確実に増えました。 

➌ 私の住んでいる町は菊陽町で、光の森にはゆめﾀｳﾝがあり映画も見れ

ます。光の森から東に車を走らせると「さんふれあ」とういう施設

があります。ここは小さい頃から私の心のｵｱｼｽです。JR 豊肥本線、

桜町ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙからﾊﾞｽも出ており来町しやすい町です。お買い物がて

ら、ふらっと遊びに来てください。 
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