
別記様式１ 

会 議 概 要 書 

審 議 会 等 の 名 称 令和元年度 第３回 磐田市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

担 当 部 課 名 健康福祉部 国保年金課 （内線 2148） 

会 議 の 開 催 日 時 令和元年 11 月 14 日（木）午後３時から午後４時 50 分まで

会 議 の 開 催 場 所 磐田市総合福祉会館 ２階 ふれあい交流室２ 

出 席 者 

磐田市国民健康保険運営協議会委員 16 人 

（公益代表５人、被保険者代表４人、保険医・薬剤

師代表５人、被用者保険等保険者代表２人） 

事務局職員            ９人 

（健康福祉部長、国保年金課５人、健康増進課３人）

議 題

報告事項 

１ 医療費分析結果について 

２ 国民健康保険事業について 

配付資料等の件名

・医療費分析結果 

・保険者努力支援制度について 

・静岡県国保運営方針市町協議の状況について 等 

概 要

報告事項 

１ 医療費分析結果について

委 員 資料 58 ページ『重複服薬要因』についてで

すが、これは何が原因だと考えていますか。

例えば、大きな病院の精神科で受診してお薬

を貰っていても、足らない、不安などという

方がいて、地元の個人病院に貰いに来る方が

いる。やむを得ず処方しますが、いろいろ注

意しても何度も来訪される。 

    また、資料 65 ページ『服薬情報通知事業』

の複数医療機関の受診とはどのような定義で

分類をされているのか。例えば、大きな病院

であれば、内科、外科等いろいろなところが

あります。それらも複数でカウントされてい

るのか。 

事務局 重複薬については、件数はあまり多くはな

いが地区担当保健師が、家庭訪問をしていま

す。お話を伺うと委員がおっしゃる通り精神

科への受診が見られ、一つの病院では不安で

もう一つの病院でお薬を貰い、一人でたくさ

ん抱えてしまうことがあり、分析結果もこの

ように出ているものと認識しています。 

    複数医療機関の受診については、分析委託

業者に再確認を行い、次回の協議会の場で報

告をさせていただきます。 



委 員 41・44 ページに『受診勧奨事業』において、

どういった理由で受診しないのか、結構な人

数がいるので不思議に思うのですが。 

事務局 健診結果で要受診となっていても受診して

いない方、中断している方が大勢いることに

驚かれたことと思います。昨年度も実施して

いますが、対象者へ受診勧奨通知を発送し受

診状況をレセプトで確認しています。それで

も受診がない方には、家庭訪問を実施してい

ます。ケースバイケースではありますが、介

護等の家庭事情や医療費が高いなどの理由に

よって受診を中断されている方がいます。保

健師としては、健診の受診内容や体のことの

今後のリスクをお話しています。 

委 員 人間ドッグの受診はここには含まれていま

すか。 

事務局 特定健診と国保被保険者の人間ドッグ分は

含まれています。 

委 員 36 ページの『ジェネリック医薬品普及率』

についてですが、年間を通じて数量ベースで

78.9％というのはかなり高い数値である。こ

れは、差額通知やチラシの効果が大きいので

しょうか。 

事務局 ジェネリックに関しましては、窓口におい

て希望カードの配布や保険証へのシール、お

薬手帳へのシールなどを実施しています。そ

ういった地道な活動が効果として少しずつ表

れているものと考えています。 

委 員 このように細かな数値、統計的分析はあり

がたいし、これだけでなく個々にもいろいろ

と対応されていることはありがたい。数年間

続けてこの結果的なものを蓄積して新たな手

立ても分析されるとよいと考えます。また、

健康地図については、以前広報に掲載されて

いたが、この地図についても今と比べてどの

ような変化が表れているかの分析もされると

よいと感じます。本日の資料で、運動習慣の

状況が示されていますが、私の地区はあまり

よくないので、ちょっとショックでした。昔

は、社会体育が盛んでした。村の駅伝、自治

会の運動会、村民体育祭、ソフトボール、マ

マさんバレーなどあったが、今は見る影もな

い。体協の人達が何年も役員を同じ人がやっ



ている。四苦八苦している。参加者が少ない。

それがこの結果なのかと感じる。自分自身も

運動不足でありこういった資料は生活を振り

返ることできありがたいです。良い資料です。

委 員 受診勧奨等の事業があると説明されました

が、それらがどのように変化してきたかとい

うことを見ることが非常に大事である。これ

を続け、対象者がいつも一緒なのか、また、

新たな方がいるのか、そういった分析を行う

中でこの事業自体意味があるものか、ないも

のか、やり方があっているのかということが

考えることが重要であり、対象者も減ってい

るのか、増えているのかなども示していただ

けるとありがたい。 

事務局 委員がおっしゃる通り評価は非常に大事で

あり、今後積み上げて成果にしていきたいと

考えております。治療中断者等に家庭訪問し

ますが、特定健診対象から外れたり、病院へ

行かなくてもだれも何も言わないのでそのま

まにしていたという方もいる。やはり、何か

しらのアクションは必要であり、何らかの対

応は必要である。今後も市民の声に耳を傾け

検討していきたいと考えます。また、健康地

図については、平成２８年度が最新です。今

後積み上げていき変化を分析していきたいと

考えます。 

２ 国民健康保険事業について 

委 員 ただ今説明がありましたけれど、結局な

にをするということなのか、収納率は上が

っているし、保険料の賦課方式を変えてい

くという話をされていましたし、赤字の繰

入、赤字を無くしていきたいということで

したけれども、どのようにするのが一番い

いのか、医療費のことや交付金のことを話

していましたが、結局、国民健康保険税を

増やすということになっていくのですか。 

事務局 結論的には財政運営を健全にしていくた

めに保険税収入を上げていかないといけな

い。そのためには保険税率を少し上げてい

かないと本市の場合には赤字も解消できな

いということでございます。今後、具体的

な税率協議に入っていくという認識でいま

す。 



    補足ですが、保険税の改正ありきという

ことでなく、保健指導などで医療費を抑え

たり、保険税の収納についてはこれ以上に

努めていくなど、できることをしたうえで

現状の財政状況をみますと大変厳しい状況

であることを認識していただいて、これか

らの磐田市の国保財政の状況の在り方につ

いてどういったことが必要かというところ

を皆さんにご審議いただく状況になると考

えております。よろしくお願いします。 

委 員 国保運営協議会で本気で考えるとどこか

むなしくなる。我々の立場としては上げて

ほしくない。どの辺まで納得して仕方がな

いねといえるかも僕らにもわからないとこ

ろがある。被保険者の代表としてきている

が他の方たちの意見を聞くこともなく、

個々の生活状況や健康状況など詳しく調べ

る術ももっていません。簡単には市民のこ

とを考えると「うん」と言ってはいけない

というのが前提としてあり、一方で消費税

が上がり所得税の累進課税も一言でいえば

金持ち優遇の制度が変わってますよね。そ

うした中で我々は考えて、上げることに「は

いそうですか」とはしたくないという思い

もあり、市は県に異議を唱えることができ

そうにないし、都道府県は国の施策でこう

だというとこれにたてつくわけにもという

構造になっているよう感じている。ここで

の意見は上げるときの免罪符に使われるの

ではないかと思うと非常に空しくなってく

る。我々は拒否権がないのでしょう。最終

的に納得しなければならないような、値上

げありきではないとおっしゃっていますが

行きつくとこはそこかなと、見えてしまう

ので空しさを感じています。 

事務局 皆さまの中から保険税をご負担いただく

ということは、様々な世帯があって、それ

ぞれご事情がある。ご自身の財布から出す

ものは少なくしたい。そのお気持ちはよく

わかります。この保険制度は、いざ病気に

なったときにこれほどありがたいものはな

いと思いますし、社会保障の一番大事なと

こかなと思っているなかで、赤字繰入と申



し上げておりますが、この財源というのは

市民の皆さんからいただく税金を充ててお

ります。この税金の使い道としていいのか

どうかといった議論もお願いしたいと思っ

ております。この協議会につきましてはい

ろいろな立場にご参加いただいております

ので、そんななかでそれぞれ皆さんの本音

を聞かせていただいてより良い方法と言い

ましてもなかなか答えも限られてくるのか

なと思っておりますが、例えばいっぺんに

資産割を廃止して単年度で収支を合うよう

にしましょうと、単純で短期的なことなら

いいのか、また少しソフトランディングを

考える必要があるのではないかなどそうい

ったところもこの場で議論いただきたいと

思っております。委員が苦しいお気持ちや

悩ましいお気持ちはお願いしている立場で

甚だ恐縮ですが、この協議会についてはそ

れぞれのお立場でご意見をいただいてまと

めていただくことを会長中心にお願いした

いと考えているところでございます。 

委 員 資産割のことを聞きたいのですが、廃止

や引き下げの方向へもっていく市町村が多

いということですがその場合何を上げてい

るのか。 

事務局 資産割を廃止してその分を所得割に転嫁

することや、均等割、平等割を少し上げる

という形で各市町の考え方で調整をしてい

る状況です。一気に資産割を廃止するとこ

ろもありますし、段階的に廃止して少しず

つ所得割に転嫁するなどいろいろな方法で

各市町の考えで行っているところです。 

委 員 今、議論が保険料を上げる方向だけに向

かっているのですが、私たちの仲間の中で

は社会保険を皆さん払うのを嫌がります。

ですが将来年金をもらう世代になると何と

かして多くもらおうと、今度逆の立場にな

ってくる様子をみていると、もっと学生の

時からきちんと社会保険料を納めなければ

いけないということを教育しなければいけ

ないのではと思っております。これと同じ

ことを若い世代に税金の在り方や税金が何

に使われているかということを教育すべき



ではないか。軽度でちょっとした咳でも市

販薬だと10割だが病院で処方されると３割

になる、高齢者だと１割になるのでちょっ

と軽いものだと病院へ行って薬代を安くし

ようとか、変な話ですが後期高齢者の方で

もう亡くなりそうな親を看ている介護の方

が胃ろうを考えるときがあります。胃ろう

は基本的にはすると人間としては尊厳を失

われますし、いいことは決してないとなっ

ているのですけど、最後だから親を何とか

してこれだけのことをしたという自分の満

足感のために胃ろうでもなんでもしてあげ

たいといいます。そういう、なんというか

無駄な医療費を抑えることを考えるべきで

はないかと思うのですが。 

委 員 無駄な医療費という言い方は何とも言え

ませんが、この間そういう話を私もしまし

たが、非常に高い高額医療費、薬品がある

がどうでしょうかと。これを実際、自分の

家族がいたときに使うか使わないかの判断

は我々が決めることではございません。欲

しいという方にあげないわけにはいかない

ので、あればあげるしかないですよね。で

すからここには国民の医療と申しますか、

自分の将来のいろんなことを考えていくう

えで、例えば75歳以上とか80歳には薬を使

わないというコンセンサスが得られている

状況にもっていかないと無理です。ですか

ら90まで生きる人もいれば100まで生きる

人もいる。私も特養の配置医をしています

が本当にこんなことしてもいいのかと、例

えば一例ですが90歳の方ですがペースメー

カーを入れましょうかと、ペースメーカー

を入れて一回100万とか200万のお金が掛か

るわけですが、それで１ヶ月後に亡くなっ

てしまうというようなことが実際にありま

すので、そこで保険料をいっぱい湯水のご

とく使っていますが本当にいいのだろう

か。ただ、それは我々が決めることではな

い。個人が決めていかなければならないこ

とで、医者が決めることでもありませんし、

そこに人間としてのどういう考え方を日本

人は持っているのか。そういうものを啓発



して啓蒙していかないと変わらない。どん

どん高額な医薬品が出てきます。もっと保

険料が上がってきます。ですから先ほども

いろいろ頑張って医療費を抑えようとして

いるのと逆にお金は上がっていきます。そ

れを我々が先ほど胃ろうは必要ないという

のも一つの考え方であって、必要ないもの

ではないと思いますし、自分のおじいちゃ

んやおばあちゃんがなったときには、もう

いいですか、ひもじい状態でどんどんと顔

がやせ細っていきますけどいいですかと、

それを観ていけるのは中々難しいのではな

いか。それを我々がいらんよとは言えない

のが現状です。国民がみんなそうやって思

っていただければいいのですが、人にこう

しろとかああしろとは中々大変ではないで

しょうかと思います。 

委 員 確かに介護される人が自分の親となると

立場はきっと変わるだろうなという感覚は

持っています。 

委 員 胃ろうなどは家族と相談して決めますの

で、医師が勝手にやることはないですよ。

家族の要望とかなければやらないと思いま

すし、家族の要望が中心だと思いますから

ドクターだけが勝手に決めることはないで

す。 

委 員 ドクターが決めるのではなくて、その家

族の方が最後だから何でもやってあげたい

と。 

委 員 そういうことは言わないですよ。ある程

度の年齢になったらみなさん自然がいいと

いう方がほとんどです。自然で何もしない

でくださいという方がほとんどです。 

委 員 特殊な個別の例ですべてを言ってはだめ

だと思います。私の母の時ともそうでした、

最期はしょうがない何もしてあげられませ

んでした。 

事務局 様々なご議論ありがとうございます。市

でも市民の方々が終末期を迎えるとき、元

気なうちにどのような死を迎えたいのか自

分でもしっかり考え、自分で決定する意思

がなくなった時に家族にどういう選択をし

てもらうのかということを元気なうちに相



談して決めておくことの大切さも含めて考

えてもらいたいという取り組みを始めてい

ます。保険者努力支援制度の中に地域包括

ケアの推進という項目もありますが、市で

は今年度から地域包括ケア推進グループが

できまして、終末期を迎えるにはどうした

らいいか、地域で支えあうにはどうしたら

いいかということも含めて市民の皆さんと

一緒に考え構築をしていこうという取り組

みを今後も積極的に進めていきたいと思い

ますので、ぜひ委員の皆様方にもご意見を

いただきながら進めていければと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

会 長 先ほどのお話のなかで教育の問題が挙げ

られてましたが、税というと国に納めてと

いうものを考えますが、実はこれも税なん

ですね。それが小中高の段階で教育の中に

入っているかというのを少し感じました。

ほかに何かご質問は。 

委 員 国保の運営が市町から県になりましたよ

ね。こうなるといいなと期待していること

があるのですが、特定検診ですが磐田市民

は磐田市から医療機関が指定されどこでも

いいわけではないですよね。県になったの

だからもっと広くどこでもいいとなれば受

診しやすくなるのでは、私自身が特定検診

を受けていないのです。退職後最初に知ら

ずに浜北にあるかかりつけ医へ特定検診を

お願いしたら浜松市民ではないということ

でだめだった。検査はしていただいたが特

定検診という形ではやれなかった。県にな

るのだったら県内どこでもいいとなるとい

いなと期待をしています。 

事務局 ご意見ありがとうございます。これから

制度もいろいろ見直しをされて、市民の皆

さまの利便性が高り、10年20年経った時に

そのようにどこでも受けられるというよう

になることもあるかと思います。現状では

医師会の先生方と契約をして行っています

ので、磐田市の国保のみなさんは磐田市内

で受けていただく制度になっています。ご

不便をおかけしますがご理解をいただきた

いと思います。 



委 員 薬剤師会ですが、63ページの薬剤併用禁

忌のとこですが大変貴重な資料で薬剤師会

のなかでも対策を考えていきたいと思いま

す。それと65ページの診療機関、ポリファ

ーマシー（多剤併用）だと思いますが、こ

れについても残薬を減らすということと合

わせて会としても推進しておりますので減

らすように医療機関とあわせてこういった

データをいただければ活用していきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

          以上 

備 考


