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湖誠会 会派行政視察報告書 

平成 27年 7月 21日（火） 

広島県呉市（呉市役所） 

 

国民健康保険の取り組みについて 

 

○調査項目 

 

1 はじめに 

 国民健康保険料(税)は、国保の制度を支える大きな財源であり、加入者の病

気やケガ等の治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県

の補助金や負担金に加え、市民から納めていただく国民健康保険料(税)でまか

なわれている。 

 そんな中、国民健康保険を取り巻く環境は、加入者の急速な高齢化、医療技

術の高度化に伴う保険給付費の増大、低所得被保険者の増加など、構造的な課

題を抱え、極めて厳しい財政運営を強いられている。 

 広島県呉市（福祉保健部保険年金課）は、市町村国保としては全国で初めて、

ジェネリック医薬品に係る「差額通知」事業を行った自治体として有名である。 

呉市では、この差額通知事業についても費用対効果分析を行っており、施策

推進につなげている。 

呉市に所在する独立行政法人国立病院機構呉医療センターでは、国立病院機構

本部の中期計画に基づき、数量ベースで 30％を目標に、ジェネリック医薬品の

使用が積極的に進められている。市内の他の医療機関においても、こうした基

幹病院の動向に合わせ、徐々にジェネリック医薬品の使用が進められている。 

呉市に所在する全ての薬局は、患者のニーズに合わせて、ジェネリック医薬品

の使用を進めている。 
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☆国民健康保険事業概要 

１事業目的 国民健康保険（以下、「国保」という）の健全な運営を通して

「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」こと（国保法第 1 条）。 

２事業内容 保険料の徴収等によって財源をつくり、それを基に「被保険者の

疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行う」こと

（国保法第 2条）。 

 

 

 2 市の概要について 

呉市は、瀬戸内海に面し戦前は東洋一の軍港として栄えた。戦後は造船鉄鋼

業を中心に発展した瀬戸内有数の工業都市である。 

人口は、約 24万人で広島市、福山市に次ぐ広島県第 3位の都市となってい

る。平成 12 年には特例市に指定され、平成 15 年には安芸郡下蒲江町が合併し、

平成 16年には豊田郡川尻町と合併。更には、平成 17年に安芸郡音戸町、倉橋

町、蒲刈町、豊田郡安浦町、豊浜町、そして、豊町が合併し 8町の編入合併で

現在に至っている。 

合併後、世帯数は増加するものの人口減少、更には、年少人口の減少に対し、

65歳以上の老年人口が増加し、全国平均、広島県の平均を上回るほど少子高齢

化が進んできた。 

 

☆呉市の概要：面積 353.86ｋ㎡ 

・人口 236,856人（平成 26年度当初）議員定数 33名 

うち国保加入者 53,881人（人口の約 23％） 

    ・高齢化率：約 32％（全国 15万人以上の都市では 1位） 

          全国平均 25.1％ Ｈ25.10 

国保加入者の高齢化率約 47％ 

介護認定率 17.16％ 

・医療環境（平成 25年度） 

    １人当たり医療費 42万 5千円（国の 1.32倍） 

10万人当たり医療施設数 176施設（国の 1.27倍） 

10万人当たり病床数 1.895床（国の 1.42倍） 

大規模病院の存在 400床以上の病院が 3機関  
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3 呉市における国民健康保険を取り巻く状況 

国民健康保険 1人当たりの医療費の推移を見ると平成 21年度 39万 6千円、

平成 22年度 40万 7千円と年々増加し、平成 25年度には 42万 5千円となり全

国平均より 1.32倍も高い。 

医療施設・病床数は全国平均より充実しており大規模病院などは海軍病院を

引き継いだ経緯がある。400床以上の病院が 3機関もあり医療環境は充実して

いる。 

国保事業特別会計決算状況は黒字で平成 25年度経常収支 272,558,000円に

なり収納率は 93.68％と特例市では 1位であり、基金年度末残高

2,005,639,000円となっている。 

 

 

4 呉市の計画・目標（健康寿命の延伸） 

第 4次長期総合計画（2011年～2020年） 

『絆』と『活力』を創造する都市・くれ 

～協働による自主的で自立したまちをめざして～ 

重点戦略：ひとづくり 

重点プロジェクト：市民の健康づくりの推進 

健康寿命の延伸と国民健康保険の健全運営→生活習慣病予防を柱とした保険事

業の推進 

 

 

 5 医療費適正化に向けた取り組み 

＜取り組みの背景＞ 

国保医療費は全国平均を上回る状況が続いた。 

① 急激な人口減少・少子高齢化 

  ここ四半世紀で 15歳未満人口が半減し、65歳以上人口は 1.8倍に増加 

② 医療施設が多い医療体制に恵まれている。 

  戦前において海軍の拠点だったため病院が多い 
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6 レセプトのデーターベース化導入の経緯 

 

 

 

 

 

＜用語説明＞ 

レセプト：患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する 

医療明細書のこと。 

 

ジェネリック：ある医薬品の開発会社が独占的に販売できる期間を過ぎた後、

他社が製造した後発医薬品のこと。成分は先発医薬品と同じ。

安価である。 

 

 

 

 

年 月 呉市 国（厚生労働省） 医師会

17
レセプトのデーターベース化を検討コストが高
いため断念

18 4月
後発へ変更可能の、医師の署名があれば薬剤
師が調剤できるよう、処方箋様式を変更

5月
19年度を目標に始動
委託方式を検討

医師会、薬剤師会と事前検討協議を始める

19 2月 運営協議会でシステム導入について説明

8月
厚生省、医療費適正化対策として、ジェネリック
薬品の利用促進を打ち出す

呉市地域保健対策協議会にジェネリック医薬品
検討小委員会を設置、市販後調査を医師・薬
剤師・看護師を対象に実施

20 1月 システム導入予算満額内示 小委員会で市販後調査結果報告

2月13日 20年度予算を報道にプレス

2月14日 新聞報道、運営協議会でシステムを説明 新聞報道により、全国から強烈な反応

3月19日
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一
部改正

4月
後発変更不可の署名がある場合以外は薬剤
師が後発を調剤できるよう処方箋様式を変更

5月
医師会、歯科医師会、薬剤師会に説明会開催
（2回）

6月
市民公開シンポジウム『みんなで考えようジェ
ネリック医薬品』開催

7月 第1回ジェネリック医薬品促進通知

21 5月
これまで使用されたジェネリックの情報につい
て、医師会に提供

7月
医師会、歯科医師会、薬剤師会にジェネリック
医薬品希望カードについて説明

9月 ジェネリック医薬品希望カードを配布
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7 健康管理増進システム 

 

 

8 呉市における医療費適正化に向けての取組み 

 

【Ⅰ】ジェネリック使用促進 ( 短期で効果のある施策 ) 

  ジェネリック医薬品の使用促進通知を行う。 

  生活習慣病等で長期にわたって服用し続けなければならない医薬品等に

ついて、切り替え可能なジェネリック医薬品の情報を被保険者に提供す

る。 

  ＜期待される効果＞ 

① 保険事業の実施の財源確保 

② 医療費の適正化 ⇒ 保険料率の引き上げの抑制 

【Ⅱ】レセプト点検の効率化 ( 導入の契機 ) 

  レセプト点検の充実・効率化を図る。 

  レセプトの情報の活用による医療費等の分析を行う。 

 

【Ⅲ】保険事業の推進 ( 中長期で適正化を図る施策 ) 

  訪問指導・重症化予防など各種保険事業。 
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1．医療費の伸びが大きく、高額な疾病への対策 

 ○糖尿病性腎症が重症化し人工透析に移行すると、一人当たりの年平均医

療費は約 600万円になる。 

 →糖尿病の危険因子や腎機能障害が進行している人を早期に把握し、生活

習慣病の危険因子の重複化や疾病の重症化を予防することが必要。 

2．重複・頻回受診者、生活習慣病放置者等への適正受診に向けた訪問指導 

3．特定健診データとレセプト情報との参照による受診勧奨 

4．併用禁忌(へいようきんき)・回避医療品処方情報の提供 

  ＊レセプト分析により各事業の PDCAサイクル(計画・行動・評価・改善)

が可能 

 

 

費用対効果額 

1．費用対効果＜平成 25年度の実績＞ 

  【後発医薬品の使用促進通知】 

   費用額  郵便料（隔月約 3000通）約 1100千円・・・① 

   効果額  医療費の減 147,300千円・・・② 

        約 146,200千円の減（②－①） 
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画面による縦覧点検 

対象期間 最大 12か月、 同時表示可能枚数 3枚 

 

被保険者 1人あたりの効果額は、748円（平成 20年）から 1,490円（平成 

25年度）に 742円アップ 

査定率は、56.81％（平成 20年）から 63.76％（平成 25年）へと 6.95％効 

率アップ 



- 8 - 
 

 

 

 

平成 24年度重複受診者 訪問指導実績と効果 

   （医科入院レセプトで訪問前後 12か月を比較） 

◆ 指導実施数・・・10人/47人 

  （リストアップ対象者 47人中指導実績 10人、うち削減達成者 4人） 

◆ 診療費削減額・・・522,980円（削減達成者削減額の積算） 

 

◆ 最大診療費削減額（一人当たり最大）・・・298,290円 
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平成 24年度頻回受診者 訪問指導実績と効果 

   （医科入院外レセプトで訪問前後 12か月を比較） 

◆  指導実施数・・・147人/530人 

  （リストアップ対象者 530人中指導実績 147人、うち削減達成者 86人） 

◆  診療費削減額・・・13,510,000円（削減達成者削減額の積算） 

 

◆  最大診療費削減額・・・630,310円 
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平成 24年度重複服薬 訪問指導実績と効果 

   （医科入院レセプトで訪問前後 12か月を比較） 

◆ 指導実施数・・・34人/134人 

  （リストアップ対象者 134人中指導実績 34人、うち削減達成者 16人） 

◆ 調剤費削減額・・・2,323,180円（削減達成者削減額の積算） 

 

◆ 最大診療費削減額・・・549,340円 
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＊平成 25 年度実績・・・訪問 79 件（2 疾患以上）文書通知：279 件（1 疾患） 

訪問後にレセプトを確認した結果、受診をしている者が 24％増加 

訪問の結果（平成 25年度）受診あり 41.8％⇒65.8％ 
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プログラム参加者が実際に設定した行動目標 

 食事編 

  ・かけ醤油をつけ醤油に変える 

  ・野菜から食べる ・お菓子の買い置きをしない 

  ・夕食後のフルーツを朝に変更する ・夕食後の間食を控える(やめる) 

  ・夕食後から就寝までは 2時間あける ・麺類の汁を残す 

  ・ビールは 1日 500ml2本を 1本に減らす 

・1日 1食は低たんぱく米を食べる ・汁物は 1日 1杯にする   など 

  運動編 

  ・バス停は 1つ手前で降りて歩く ・買い物は歩いて行く 

  ・朝食後に 20分散歩する ・ストレッチを 15分行う 

  ・週 3回、夕食後 30分ウオーキングする     など 

『呉 そらまめの会』～研修会・料理教室～ 

 平成 24年度 3月発足 

○ 患者・家族等の相互の支え合いにより、プログラム終了後も患者自らの

体調管理を支援。 

○ 関係諸機関と連携しながら、情報の収集・発信・交流を行う。 

  会報誌の発行、研修会・交流会の開催、料理教室への参加等 

【呉市医師会(主治医)】 
○対象者のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ参加勧奨 
○治療方針の提示 
○患者への取り組みへの肯定的評価 

【プログラムの参加者】 
平成 22 年度 50 名平成 23～25 年度 70 名 
【参加者合計】 
平成 22～25 年度 265 名 
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所感 

呉市は旧の海軍病院が国立医療センターや共済センター病院になっており、

400床以上の病院が 3機関も存在し、10万人当たりの医療施設数においても、

病床数において全国、そして県平均を大きく上回るといった医療環境が非常に

恵まれている地域であると感じた。 

高齢化率 32％は同規模人口の都市では最も高く、国保加入者の高齢化率も

47％と非常に高くなっており土地柄も大いに関係している。 

つまり高齢化率が高く、医療環境が充実しているので、すでにどこかの病院

で特定健康診査と同じ健診を受診している方が多く、また生活習慣病の治療も

すでに各医療機関が行っている可能性があるということで、レセプトのデータ

を活用した特定健康診査受診者率の見直しを行い、生活習慣病治療者数を特定

健診者数に加えると、66％といった驚くべき受診率になった。 

また、ジェネリック先進の市でもあり、生活習慣病等で長期にわたって服用

し続けなければならない医薬品等については、切り替え可能なジェネリック医

薬品の情報をレセプトデータに基づき、被保険者に提供することで、年間で 1

億 3千万円もの薬剤費が安くなっており、保険事業の実施の財源確保や保険料

引き上げの抑制に大きく影響している。 

なお、呉市の（国民健康保険事業の取り組み）の根底をなしているレセプト

データを有効活用することによってありとあらゆる様々な事業展開が可能だと

いうことであった。たとえば 3か月病院に行っていない人など、途中で病院に

行かなくなった人もレセプトデータですぐにわかるので、この人たちにターゲ

ットを絞って受診勧奨をおこなったり、同じ治療なのに複数の病院に通ってい

る人などもレセプトでわかり、さらにその人の属性等をレセプトで分析を進め

ると、身近に親戚などがおらず生活上不安があるので、複数の病院に通い、待

合等で話をして安心している。などといった詳細、細部にいたるまでの分析が

できいろいろな可能性を持っているように感じた。 

また、呉市の国民健康保険税の収納率は 87.21％でありこれは特例市におい

て一番高い数値である。この要因もレセプトデータを活用しながらの徴収業務

や滞納者対策が効率よく行われている事が大きく影響しているのではないかと

考えられる。 

医療費に関しては、まだまだ直接削減にはつながっておらず、かえって受診

勧奨により増えているのが現状のようだが、短期的に見るのではなく、長期的

な観点から考えなければならないということである。 

たとえば糖尿病を早期に発見できれば、一人につき年間 3万円の医療で済む

が、発見が遅れ、インスリン治療になると一人につき年間約 60万円、人工透
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析が必要となると一人につき年間約 600万円かかるので、早期の発見であれば

年間 3万円となり、効果が大きいということになる。 

大津市では国民健康保険被保険者を対象として、これまで実施してきた特定

健診等のデータ及びレセプトデータから、健康課題について分析を行っている。 

その中で健康課題として①特定健診未受診者のうち生活習慣病の医療機関受

診もないものが、約 13,000人余り。②疾病別医療費総額上位 10位のうち 7つ

が生活習慣病によるものである。③死亡原因の 4割以上の生活習慣病が起因す

る病気による。④介護保険 2 号被保険者の半数以上に生活習慣病の有病がある。

などがあげられている。 

以上の特徴から、本市においては、生活習慣病予備軍の早期発見を目的とす

る特定健康診査の未受診者に対する対策と、受診後に医療機関への受診が必要

な方々への対策に重点を置くことで医療費適正化につなげていく事業を中心に

データーヘルス計画を平成 26年度 3月末に策定した。 

そして、医療費適正化対策として医療費通知書を平成 26年度に 6回（2か月

に 1回）おこなっており、計 235,834通となっている。ジェネリック医薬品の

差額通知書は平成 26年度に 2回実施し、計 4,478通発送している。 

本市においても、今後のさらなる医療費の増大等に備えるため、被保険者資

格管理の適正化を引き続き実施し、レセプトデータの点検を充実させ、さらに

は、生活習慣病の予防を目的とした「特定検診・特定保健指導」などを行い、

医療費を抑制するとともに、保険料の適正な賦課と保険料収納率の向上に努め

るなど、事業の安定した運営を図るために財政の健全化に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 


