
事 務 連 絡 

平成 25年２月 19日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

医療保険と介護保険の給付調整の周知等について 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

  



（別添） 

 

社団法人 日本医師会 御中 

社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

社団法人 日本医療法人協会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

社団法人 日本看護協会 御中 

社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

独立行政法人 国立がん研究センター 御中 

独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

独立行政法人 国際医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中 

独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防 衛 省 人 事 教 育 局 御中 

労働基準局労災補償部補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 

 
 



 

保医発 0219 第５号 

平成 25 年２月 19 日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

 

 

 

医療保険と介護保険の給付調整の周知等について 

 

 

平成２４年１０月２６日付けで会計検査院長から厚生労働大臣に対し、会計検査院

法第３４条の規定により、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムから提

供される医療保険と介護保険との突合情報を活用した効率的なレセプト点検を実施

することなどにより、医療給付と介護給付との給付調整が適切に行われるよう是正改

善の処置が求められたところです。（参考参照） 

医療保険と介護保険の給付調整については、「要介護被保険者等である患者につい

て療養に要する費用の額を算定できる場合」（平成 20 年厚生労働省告示第 128 号）等

において、お示ししているところですが、引き続き、医療機関等に対して、給付調整

の適切な実施について改めて周知し、診療報酬等の算定を適正に行うよう指導を徹底

するようお願いいたします。 

 



参考

















 

事 務 連 絡 
平成２５年１月１７日 

 
都道府県民生主管部（局） 
 国民健康保険主管課（部）御中 
 

厚生労働省保険局国民健康保険課 
 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報を活用

したレセプト点検の実施方法等について 
 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報（以下「突合情報」

という。）を活用したレセプト点検の実施については、「国保連合会介護給付適

正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施につ

いて」（平成 25 年 1 月 17 日保国発 0117 第 1 号）により通知したところですが、

当該レセプト点検の実施に当たっては、市町村介護保険担当部局（以下「介護

担当部局」という。）及び国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）

との連携や調整が不可欠となることから、下記の事項に留意の上、円滑な事務

の実施に努めるよう管下市町村に対して周知をお願いします。 
また、突合情報によりレセプト等情報を相互に活用することについては、個

人情報保護上の問題はないとしているところですが、受給者及び被保険者等に

とって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全

を期すよう周知徹底をお願いします。 
なお、突合情報の内容及び個人情報保護に関する整理については、別添１を

参照してください。 
 
※ 別添は、平成 24 年 12 月 4 日「全国都道府県・国保連合会介護給付適正

化システム指導リーダー研修会」における配布資料の「国保連合会介護給付

適正化システムについて（簡単マニュアル）」の抜粋 
  

 
記 

 
 １．介護担当部局との連携 
  （１）突合情報は、国保連合会で作成され、介護担当部局に提供されるの

で、市町村国民健康保険担当部局（以下「市町村保険者」という。）に



 

おいては、介護担当部局から突合情報を入手してレセプト点検に活用

すること。 
 
  （２）突合情報を活用したレセプト点検の具体的な実施方法については、

各国保連合会がマニュアル等を作成し、介護保険部局に配布されてい

るので、マニュアル等についても介護保険部局又は国保連合会から入

手すること。 
     なお、このことについては、厚生労働省老健局介護保険計画課から

都道府県の介護保険担当部局及び国保中央会に対して介護担当部局及

び国保連合会に対する周知を依頼済みであること。（参考１及び参考２

参照） 
 

※ マニュアルについては、本年度末頃改正が予定されており、改正版に

ついては追って配付する予定である。 
 

  （３）介護担当部局から市町村保険者に対して、突合情報を活用したレセ

プト点検に関する照会や情報提供の依頼等があった場合には、積極的

に対応すること。 
 

  ２．国保連合会との調整 
 
  （１）市町村国保が突合情報を介護担当部局から入手するに当たっては、

国保連合会の了解が必要であるかどうかを確認し、必要に応じて国保

連合会と調整すること。 
 
  （２）突合情報を活用したレセプト点検を実施した結果、事後処理が発生

した場合は、国保連合会に確認し、その具体的な取扱いについて調整

すること。 
 
  （３）突合情報を活用したレセプト点検を国保連合会に委託する場合の取

扱いについては、国保連合会に確認すること。 



２（１） 医療情報との突合 

○国保連における医療給付（診療報酬）と介護給付（介護報酬）の審査については、各制度に対応 
 して別々に行われている。 
 
○しかしながら、要介護被保険者に対する医療給付については、「医療保険と介護保険の給付調整に 
 関する留意事項、医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（厚生労働省保険局医療 
 課老健局老人保健課連名通知）により定められており、システム的な突合は診療報酬又は介護報酬 
 の適正化にあたって重要なものである。 

突合の視点 

①医療機関に入院中では受けることのできない介護サービスを受けているのではないか 

②医療と介護で同様のサービスを受けているのではないか 

③要介護（支援）者が受けられないことになっている医療のサービスを受けている 
 のではないか 

 点検の結果、提供する一覧表には、黄色や赤色で強調することにより、確認の必要性の高い情報を一目で判別できるよ
うな工夫も行っている。 
   ○ 赤色    ：なし 
   ○ 黄色    ：主要な確認対象となる行、列、セルに設定  

＜帳票の色分け＞ 

別添 



〈給付実績との突合〉 

〈受給者台帳との突合〉 

※１ 国保連合会における突合処理オプションにて、受給者台帳と突合するか、給付実績と突合するかを選択可能 
※２ 国保連合会における突合処理オプションにて、受給者台帳と突合するか、給付実績と突合し、給付実績が存在しない 
   場合は、受給者台帳と突合するかを選択可能 

＜突合する情報内容＞ 

国保（４０歳～７４歳） 後期高齢（７５歳以上）

居宅サービス（予防・地域密着型を含む）

認知症対応型共同生活介護（予防を含む）
特定施設入居者生活介護（予防・地域密着型を含
む）

介護保険施設サービス（地域密着型を含む）

居宅療養管理指導費（Ⅰ）（予防を含む） 在宅時医学総合管理料
（特定施設入居時等医学総合管理料を含む）

在宅時医学総合管理料
（特定施設入居時等医学総合管理料を含む）

訪問看護（予防を含む） 訪問看護基本療養費（Ⅰ）
訪問看護管理療養費　※１

在宅患者連携指導加算
訪問看護情報提供療養費　※１

介護老人福祉施設（短期・予防短期・地域密着
型を含む）

在宅患者訪問薬剤管理指導料（医科・歯
科・調剤）※２

在宅患者訪問薬剤管理指導料（医科・歯
科・調剤）※２

短期入所サービス（予防含む）

介護保険施設サービス（地域密着型含む）

訪問歯科衛生指導料※２ 訪問歯科衛生指導料※２

医療情報

入院中 入院中

①
の
視
点

②
の
視
点

介護情報

診療区分 国保（４０歳～７４歳） 後期高齢（７５歳以上）

医科 在宅患者訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者訪問栄養食事指導料
在宅患者連携指導料

歯科 訪問歯科衛生指導料                ※２
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２

訪問歯科衛生指導料 　　　　  ※２
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者連携指導料

調剤 在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２ 在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２

訪問看護ステーション 訪問看護基本療養費（Ⅰ） 　  ※１
訪問看護管理療養費　　　　　※１

在宅患者連携指導加算 　　　  ※１
訪問看護情報提供療養費　　　※１

③
の
視
点

介護情報
医療情報

要介護
（要支援）
被保険者



＜出力例＞ 

介護の福祉用具貸与について31日分の
請求がある 

月を通じて医療の入院（31日分）に
係る請求がある 重複（31日） 

介護情報（事業所番号等は略） 医療情報（医療機関コード等は略） 

被保険者番号 生年月日 認定有効期間 
開始年月日 

 
 

性
別 

 
 事業所名 

サービス 
コード 

入院 
年月日 

保険日数 
 

保険者 
番号 

診療年月 医療機関名 給付点検 入院 
年月日 

診療 
実日数 

請求番号  
 
突合 
区分 
 被保険者名(ｶﾅ) 要介護度 認定有効期間 

終了年月日 
事業所住所 サービス名 退所 

年月日 
保険 
単位数 

被保険者名（カナ） 点数表 医療機関住所 入院区分 決定点数 
（金額） 

明細番号 

0000001 1940/01/01 2012/01/01  
女 

○○事業所   １３   ８ 0000001 2012/04 ○○病院  
2012/0
1/20 

  30 000007  
01 

ヒホケンシャ１ 要介護度１ 2012/12/31 ××市△町 訪問看護  ２７７６ ヒホケンシャ１ 医科 ××市□町 入院 100000 000011 

0000001 1940/01/01 2012/01/01  
女 
 

0000001 2012/04 ○○病院 訪問リハ   10 000007  
03 

ヒホケンシャ１ 要介護度１ 2012/12/31 ヒホケンシャ１ 医科 ××市□町 その他 100000 000012 

0000002 1936/01/01 2012/01/01  
女 

△△事業所 311101   １ 0000002 2012/04 ○○病院 在医総管   10 000007  
02 

ヒホケンシャ２ 要介護度３ 2012/12/31 ××市△町 療養（Ⅰ）  ４００ ヒホケンシャ２ 医科 ××市□町 その他 100000 000013 

0000002 1936/01/01 2012/01/01  
女 

△△事業所   １３   ８ 0000002 2012/04 ○○病院 基本療養   10 000007  
04 

ヒホケンシャ２ 要介護度３ 2012/12/31 ××市△町 訪問看護 ２８４８ ヒホケンシャ２ 訪問看護 ××市□町 その他 100000 000014 

0000003 1932/01/01 2012/01/01  
女 

××事業所   ５１ 2011/ 
12/18 

  ３１ 0000003 2012/04 ○○病院 訪薬剤医 
 

    10 000007  
 
06 

ヒホケンシャ３ 要介護度５ 2012/12/31 ××市△町 福祉施設 ２８４９２ ヒホケンシャ３ 医科 ××市□町 その他 
 

100000 000015 

0000004 1939/01/01 2012/01/01  
女 

□□事業所   ５１ 2011/ 
12/18 

  ２ 0000004 2012/04 △ △病院 訪問歯科     10 000007  
 
07 

ヒホケンシャ４ 要介護度５ 2012/12/31 ××市△町 福祉施設  １５００ ヒホケンシャ４ 歯科 ××市□町 その他 100000 000016 

個人番号 
被保険 
者番号 

突合区分の内容に基づき
確認が必要 

点検する帳票は以下のような形で出力される。 
確認が必要な項目を     で表示し、確認すべき内容は「突合区分」で見る。 

突合区分毎に、確認が必要な以下の項目を黄色の網掛けで強調 
 
・突合区分「０１」：サービスコード（名）、入院区分      【訪問看護（介護）と入院（医療）が重複請求】 
・突合区分「０２」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【居宅療養管理指導費（Ⅰ）（介護）と在宅時医学総合管理料又は特定施      
                               設入居時等医学管理料（医療）が重複請求】 
・突合区分「０３」：要介護度、認定有効期間開始・終了年月日、【要介護認定者（認定有効期間内）に対し、在宅患者訪問リハビリテー 
           診療年月、給付点検、入院区分         ション指導管理料（医療）が請求】 
・突合区分「０４」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【訪問看護（介護）と訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）が重複請求】 
・突合区分「０５」：出力されない 
・突合区分「０６」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【介護老人福祉施設（介護）と在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）が重  
                                複請求】 
・突合区分「０７」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【入所・入院中以外の要介護（要支援）認定者に対し、訪問歯科衛生指導 

             料（医療）の請求の可能性あり】 



【出力例（突合区分毎）の解説】 
  
・突合区分「０１」 
  訪問看護（介護）と入院（医療）が重複請求されている。 
  「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（別紙） 
 （以下、給付調整通知（別紙）という）を参照すると、入院中以外の要介護被保険者等である患者に対し、医療給付で 
 ある入院料等の算定は想定されていない。よって、医療機関へ入院中の患者に対し、介護給付である訪問看護費の算定は 
 想定されていないので、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０２」 
  居宅療養管理指導費（Ⅰ）（介護）と在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料（医療）が重複 
  請求されている。 
  在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料（医療）を算定する利用者に対しては、居宅療養管理指導(Ⅰ) 
 （介護）ではなく居宅療養管理指導(Ⅱ)（介護）を算定するため、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０３」 
  要介護認定者（認定有効期間内）に対し、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料（医療）が請求されている。 
  給付調整通知（別紙）により、要介護被保険者等である患者に対し、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料（医療） 
 の算定は不可とされているため、医療機関への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０４」 
  訪問看護（介護）と訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）が重複請求されている。 
  給付調整通知（別紙）により、要介護被保険者等である在宅もしくは社会福祉施設、身体障害者施設等に入所する患者に対し、 
 訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）は末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者 
 に限り算定可（末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者以外は算定不可）と 
 されているため、医療機関への確認が必要となる。また、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾患等の患者に対し、 
 訪問看護費（介護）は算定不可とされているため、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０６」 
  介護老人福祉施設（介護）と在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）が重複請求されている。 
  給付調整通知別紙を参照すると、介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護被保険者等である患者 
 に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）は末期の悪性腫瘍の患者に限り算定可（末期の悪性腫瘍の患者以外は算定不可） 
 とされているため、医療機関への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０７」 
  介護老人福祉施設（介護）と訪問歯科衛生指導料（医療）が同月に請求されている。 
  給付調整通知別紙によると、訪問歯科衛生指導料（医療）は入所・入院中の場合に算定可としているため、医療機関への入院 
 状況や、訪問歯科衛生指導料が実施日を医療機関に確認する。 



 出力情報については、国民健康保険及び後期高齢者医療の実施主体がいずれも市町村であり個人情
報保護上の問題は生じない。 
 

○「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」 
 （平成２０年６月１２日付け厚生労働省老健局介護保険課事務連絡、都道府県介護主管課（室）あて） 
 国保連合会の介護給付適正化システムから提供される「医療情報との突合」情報は介護保険者のみならず、医療保険者においても有効な情報であるため、
広域連合及び市区町村におかれましては、制度間の連携を密にするとともに、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療の給付実績情報及び介護給付適正化
システムから提供される適正化情報を積極的に活用し、介護給付の適正化の推進等を図っていただきたいと考えております。また、国保連合会に委託してい
る各制度の審査情報等を相互に活用することは、次の理由から個人情報保護の観点からの問題はないと判断しておりますが、受給者又は被保険者等にとって
極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全を期すよう周知、徹底をお願いいたします。 
１ 電算機等を用いて、診療報酬明細書及び介護給付費明細書の突合処理を行う国保連合会は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」とい
う。）に定める個人情報取扱事業者であり、同法の規定による個人情報保護義務が課せられているとともに、内部規定により個人情報保護に係る責務を明ら
かにしている。 
２ 国民健康保険の保険者、後期高齢者医療広域連合などが、診療報酬明細書の情報を介護保険者又は介護保険法第４１条第１０項の規定に基づき審査及び
支払に関する事務の委託を介護保険者から受けた国保連合会が行う審査事務に必要な個人情報として利用又は提供する場合には、個人情報保護法第１６条第
３項第４号及び第２３条第１項第４号の規定により、利用目的による制限及び第三者提供の制限には該当しない（被保険者又は受給者本人の同意は必要とさ
れない）ため、個人情報保護上の問題は生じない。 
 なお、本件につきましては、保険局総務課高齢者医療企画室及び国民健康保険課とも協議済みであり、広域連合及び市区町村担当課に対して周知をお願い
いたします。 

 
○「介護保険との給付調整に係るレセプト点検の実施について」 
 （平成２０年６月１２日付け厚生労働省保険局総務課高齢者医療企画室事務連絡、都道府県後期高齢者医療主管課（部）あて） 
 また、平成２０年６月１２日付けで、老健局介護保険課から都道府県介護保険主管部署あて、事務連絡がなされておりますので、別紙２のとおり写しを添
付します。この中で、レセプト等情報を相互に提供、使用することについて、個人情報保護法上の問題がないことを明らかにしておりますが、被保険者に
とって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全を期すよう周知、徹底をお願いします。 
 
○ 「平成２３年度における国民健康保険の事務打合せ（指導監督）の留意事項について」 
 （平成２３年４月８日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長補佐事務連絡、地方厚生（支）管理課長あて） 
 国保と介護保険との給付調整については、介護保険担当部署と連携を図り、介護保険受給者情報を活用したり、国保連に委託を行うなどして、介護保険と
の給付調整を的確に実施すること。 

〈参考〉抜粋 

＜医療情報との突合における個人情報保護について＞ 



                              事 務 連 絡 

平成２５年１月１７日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局）長  殿 

 

 

 厚生労働省老健局介護保険計画課 

 
 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について 

 
 
 介護保険の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 本件については、かねてから積極的な実施をお願いしているところであり、突合情報を

活用したレセプト点検は、介護保険に必要かつ有用なものと考えておりますので、実施率

の更なる向上に努めていただけるようお願いするとともに、未実施の市町村においては、

突合情報活用の重要性を改めて認識していただき、実施するようお願いします。 

さて、今般、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課より「国保連合会介護給付適正化

システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施について」（平成２

５年１月１７日保国発０１１７第１号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知及び同日保

高発０１１７第１号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知）が別添のとおり示されました

ので、管下市町村の介護保険担当部局に対し、周知をお願いします。 

本件につきましては、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課とも協議済みであり、相

互協力、連携のうえ的確に実施していただきますよう改めてお願いします。また、国民健

康保険及び後期高齢者医療の担当部局から介護保険担当部局に対して、介護給付適正化マ

ニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依頼、もしくは照会等があった場合には、積

極的にご対応いただくよう、併せて周知をお願いします。 

なお、別添「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」

（平成２０年６月１２日厚生労働省老健局介護保険課事務連絡）を発出しているところで

すが、参考までに情報提供します。当該事務連絡及び本件の中でもレセプト等情報を相互

に提供、使用することについて、個人情報保護法上の問題がないことを明らかにしており

ますが、被保険者にとって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管

理に万全を期すよう周知徹底をお願いします。 

 

 

 

  

                 （照会先）TEL 03-5253-1111 

                  介護保険計画課 監理第一係 鈴木(内線 2162) 



事 務 連 絡 

                        平成２５年１月１７日  

 

国民健康保険中央会介護保険部 御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」 

の事務連絡について 

 

 

標記について、各都道府県介護保険担当主管部（局）長あて、別紙写しのとおり事

務連絡を発出しましたので、各国民健康保険団体連合会に対し周知方、お願いいたし

ます。 

 なお、市町村の国民健康保険及び後期高齢者医療の保険者等から各国民健康保険団

体連合会に対して、介護給付適正化マニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依

頼、もしくは照会等があった場合には、積極的にご対応いただくように、貴中央会か

ら特段のご配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
保国発０１１７第１号 
平成２５年１月１７日 

 
都道府県民生主管部（局） 
 国民健康保険主管課（部）長 殿 
 

厚生労働省保険局国民健康保険課長 
 

 
国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報を活用

した効率的なレセプト点検の実施について 
 
 

 
 平成２４年１０月２６日付けで会計検査院長から厚生労働大臣に対し、会計

検査院法第３４条の規定により、国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」

という。）の介護給付適正化システムから提供される医療保険と介護保険との突

合情報（以下「突合情報」という。）を活用した効率的なレセプト点検を実施す

ることなどにより、医療給付と介護給付との給付調整が適切に行われるよう是

正改善の処置が求められた。（参考参照） 
 突合情報は、介護保険者だけでなく医療保険者においても有効な情報である

ことから、市町村の国民健康保険担当部局（以下「市町村保険者」という。）に

おける突合情報を活用したレセプト点検の実施について、貴職から管下市町村

保険者に対して周知するとともに、市町村保険者との事務打合せに際して、当

該市町村保険者におけるレセプト点検の実施状況を確認し、突合情報の活用が

十分でない場合は、その活用の徹底について技術的助言をお願いする。 
 なお、レセプト点検における突合情報の活用については、厚生労働省老健局

介護保険計画課と協議済みである。 
  
  



参考

















 

事 務 連 絡 

平成２５年１月１７日 

 

 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 御中 

 

 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される 

情報を活用したレセプト点検の実施方法等について 

 

 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報（以下「突合情報」

という。）を活用したレセプト点検の実施については、「国保連合会介護給付適

正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施につ

いて」（平成 25 年 1 月 17 日保高発 0117 第１号）により通知したところですが、

当該レセプト点検の実施に当たっては、市町村介護保険担当部局（以下「介護

担当部局」という。）及び国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）

との連携や調整が不可欠であることから、下記の事項に留意の上、円滑な事務

の実施に努めるようお願いします。 

また、突合情報によりレセプト等情報を相互に活用することについては、個

人情報保護上の問題はないとしているところですが、受給者及び被保険者等に

とって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全

を期すようお願いします。 

なお、突合情報の内容及び個人情報保護に関する整理については、別添を参

照してください。 

 

※ 別添は、平成 24 年 12 月 4 日「全国都道府県・国保連合会介護給付適正

化システム指導リーダー研修会」における配付資料の「国保連合会介護給付

適正化システムについて（簡単マニュアル）」の抜粋。 

  

 

記 

 

 １．介護担当部局との連携 

  （１）介護担当部局から突合情報を活用したレセプト点検に関する照会や

情報提供の依頼等があった場合には、積極的に対応すること。 



 

 

（２）国保連合会等が介護担当部局に配付している、突合情報を活用したレ

セプト点検に係るマニュアル等については、介護担当部局又は国保連合

会等から入手することができることとしているので積極的に入手し、業

務の参考とすること。 

     なお、このことについては、当省老健局介護保険計画課から都道府

県の介護保険担当部局及び国民健康保険中央会（以下「国保中央会」

という。）に対して、介護担当部局及び国保連合会に対する周知を依頼

済みであること。（参考１及び参考２参照） 

 

※ 国保中央会が作成している「国保連合会介護給付適正化システム 

提供情報活用マニュアル」については、本年度末頃改正が予定されて

おり、改正版のうち、突合情報に係る部分については、追って当課よ

り配付する予定である。 

 

   

  ２．国保連合会との調整 

 

  （１）突合情報を国保連合会から受領するにあたっては、その受領方法や

スケジュール等について、予め国保連合会と調整し、情報授受に係る

契約を締結した上で行うこと。 

 

  （２）突合情報を活用したレセプト点検については、国保連合会等に委託

して実施することができること。 





















２（１） 医療情報との突合 

○国保連における医療給付（診療報酬）と介護給付（介護報酬）の審査については、各制度に対応 
 して別々に行われている。 
 
○しかしながら、要介護被保険者に対する医療給付については、「医療保険と介護保険の給付調整に 
 関する留意事項、医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（厚生労働省保険局医療 
 課老健局老人保健課連名通知）により定められており、システム的な突合は診療報酬又は介護報酬 
 の適正化にあたって重要なものである。 

突合の視点 

①医療機関に入院中では受けることのできない介護サービスを受けているのではないか 

②医療と介護で同様のサービスを受けているのではないか 

③要介護（支援）者が受けられないことになっている医療のサービスを受けている 
 のではないか 

 点検の結果、提供する一覧表には、黄色や赤色で強調することにより、確認の必要性の高い情報を一目で判別できるよ
うな工夫も行っている。 
   ○ 赤色    ：なし 
   ○ 黄色    ：主要な確認対象となる行、列、セルに設定  

＜帳票の色分け＞ 

別添 
「国保連合会介護給付適正化システムについて（簡単
マニュアル）」より 
（平成24年12月４日 全国都道府県・国保連合会介護
給付適正化システム指導リーダー研修会配付資料） 



〈給付実績との突合〉 

〈受給者台帳との突合〉 

※１ 国保連合会における突合処理オプションにて、受給者台帳と突合するか、給付実績と突合するかを選択可能 
※２ 国保連合会における突合処理オプションにて、受給者台帳と突合するか、給付実績と突合し、給付実績が存在しない 
   場合は、受給者台帳と突合するかを選択可能 

＜突合する情報内容＞ 

国保（４０歳～７４歳） 後期高齢（７５歳以上）

居宅サービス（予防・地域密着型を含む）

認知症対応型共同生活介護（予防を含む）
特定施設入居者生活介護（予防・地域密着型を含
む）

介護保険施設サービス（地域密着型を含む）

居宅療養管理指導費（Ⅰ）（予防を含む） 在宅時医学総合管理料
（特定施設入居時等医学総合管理料を含む）

在宅時医学総合管理料
（特定施設入居時等医学総合管理料を含む）

訪問看護（予防を含む） 訪問看護基本療養費（Ⅰ）
訪問看護管理療養費　※１

在宅患者連携指導加算
訪問看護情報提供療養費　※１

介護老人福祉施設（短期・予防短期・地域密着
型を含む）

在宅患者訪問薬剤管理指導料（医科・歯
科・調剤）※２

在宅患者訪問薬剤管理指導料（医科・歯
科・調剤）※２

短期入所サービス（予防含む）

介護保険施設サービス（地域密着型含む）

訪問歯科衛生指導料※２ 訪問歯科衛生指導料※２

医療情報

入院中 入院中

①
の
視
点

②
の
視
点

介護情報

診療区分 国保（４０歳～７４歳） 後期高齢（７５歳以上）

医科 在宅患者訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者訪問栄養食事指導料

在宅患者訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導管理料
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者訪問栄養食事指導料
在宅患者連携指導料

歯科 訪問歯科衛生指導料                ※２
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２

訪問歯科衛生指導料 　　　　  ※２
在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２
在宅患者連携指導料

調剤 在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２ 在宅患者訪問薬剤管理指導料　※２

訪問看護ステーション 訪問看護基本療養費（Ⅰ） 　  ※１
訪問看護管理療養費　　　　　※１

在宅患者連携指導加算 　　　  ※１
訪問看護情報提供療養費　　　※１

③
の
視
点

介護情報
医療情報

要介護
（要支援）
被保険者



＜出力例＞ 

介護の福祉用具貸与について31日分の
請求がある 

月を通じて医療の入院（31日分）に
係る請求がある 重複（31日） 

介護情報（事業所番号等は略） 医療情報（医療機関コード等は略） 

被保険者番号 生年月日 認定有効期間 
開始年月日 

 
 
性
別 

 
 事業所名 

サービス 
コード 

入院 
年月日 

保険日数  

保険者 
番号 

診療年月 医療機関名 給付点検 入院 
年月日 

診療 
実日数 

請求番号  
 
突合 
区分 
 被保険者名(ｶﾅ) 要介護度 認定有効期間 

終了年月日 
事業所住所 サービス名 退所 

年月日 
保険 
単位数 

被保険者名（カナ） 点数表 医療機関住所 入院区分 決定点数 
（金額） 

明細番号 

0000001 1940/01/01 2012/01/01  
女 

○○事業所   １３   ８ 0000001 2012/04 ○○病院  
2012/0
1/20 

  30 000007  
01 

ヒホケンシャ１ 要介護度１ 2012/12/31 ××市△町 訪問看護  ２７７６ ヒホケンシャ１ 医科 ××市□町 入院 100000 000011 

0000001 1940/01/01 2012/01/01  
女 
 

0000001 2012/04 ○○病院 訪問リハ   10 000007  
03 

ヒホケンシャ１ 要介護度１ 2012/12/31 ヒホケンシャ１ 医科 ××市□町 その他 100000 000012 

0000002 1936/01/01 2012/01/01  
女 

△△事業所 311101   １ 0000002 2012/04 ○○病院 在医総管   10 000007  
02 

ヒホケンシャ２ 要介護度３ 2012/12/31 ××市△町 療養（Ⅰ）  ４００ ヒホケンシャ２ 医科 ××市□町 その他 100000 000013 

0000002 1936/01/01 2012/01/01  
女 

△△事業所   １３   ８ 0000002 2012/04 ○○病院 基本療養   10 000007  
04 

ヒホケンシャ２ 要介護度３ 2012/12/31 ××市△町 訪問看護 ２８４８ ヒホケンシャ２ 訪問看護 ××市□町 その他 100000 000014 

0000003 1932/01/01 2012/01/01  
女 

××事業所   ５１ 2011/ 
12/18 

  ３１ 0000003 2012/04 ○○病院 訪薬剤医 
 

    10 000007  
 
06 

ヒホケンシャ３ 要介護度５ 2012/12/31 ××市△町 福祉施設 ２８４９２ ヒホケンシャ３ 医科 ××市□町 その他 
 

100000 000015 

0000004 1939/01/01 2012/01/01  
女 

□□事業所   ５１ 2011/ 
12/18 

  ２ 0000004 2012/04 △ △病院 訪問歯科     10 000007  
 
07 

ヒホケンシャ４ 要介護度５ 2012/12/31 ××市△町 福祉施設  １５００ ヒホケンシャ４ 歯科 ××市□町 その他 100000 000016 

個人番号 
被保険 
者番号 

突合区分の内容に基づき
確認が必要 

点検する帳票は以下のような形で出力される。 
確認が必要な項目を     で表示し、確認すべき内容は「突合区分」で見る。 

突合区分毎に、確認が必要な以下の項目を黄色の網掛けで強調 
 
・突合区分「０１」：サービスコード（名）、入院区分      【訪問看護（介護）と入院（医療）が重複請求】 
・突合区分「０２」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【居宅療養管理指導費（Ⅰ）（介護）と在宅時医学総合管理料又は特定施      
                               設入居時等医学管理料（医療）が重複請求】 
・突合区分「０３」：要介護度、認定有効期間開始・終了年月日、【要介護認定者（認定有効期間内）に対し、在宅患者訪問リハビリテー 
           診療年月、給付点検、入院区分         ション指導管理料（医療）が請求】 
・突合区分「０４」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【訪問看護（介護）と訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）が重複請求】 
・突合区分「０５」：出力されない 
・突合区分「０６」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【介護老人福祉施設（介護）と在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）が重  
                                複請求】 
・突合区分「０７」：サービスコード（名）、給付点検、入院区分【入所・入院中以外の要介護（要支援）認定者に対し、訪問歯科衛生指導 

             料（医療）の請求の可能性あり】 



【出力例（突合区分毎）の解説】 
  
・突合区分「０１」 
  訪問看護（介護）と入院（医療）が重複請求されている。 
  「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」（別紙） 
 （以下、給付調整通知（別紙）という）を参照すると、入院中以外の要介護被保険者等である患者に対し、医療給付で 
 ある入院料等の算定は想定されていない。よって、医療機関へ入院中の患者に対し、介護給付である訪問看護費の算定は 
 想定されていないので、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０２」 
  居宅療養管理指導費（Ⅰ）（介護）と在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料（医療）が重複 
  請求されている。 
  在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料（医療）を算定する利用者に対しては、居宅療養管理指導(Ⅰ) 
 （介護）ではなく居宅療養管理指導(Ⅱ)（介護）を算定するため、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０３」 
  要介護認定者（認定有効期間内）に対し、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料（医療）が請求されている。 
  給付調整通知（別紙）により、要介護被保険者等である患者に対し、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料（医療） 
 の算定は不可とされているため、医療機関への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０４」 
  訪問看護（介護）と訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）が重複請求されている。 
  給付調整通知（別紙）により、要介護被保険者等である在宅もしくは社会福祉施設、身体障害者施設等に入所する患者に対し、 
 訪問看護基本療養費（Ⅰ）（医療）は末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者 
 に限り算定可（末期の悪性腫瘍等の患者及び急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である患者以外は算定不可）と 
 されているため、医療機関への確認が必要となる。また、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾患等の患者に対し、 
 訪問看護費（介護）は算定不可とされているため、介護事業所への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０６」 
  介護老人福祉施設（介護）と在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）が重複請求されている。 
  給付調整通知別紙を参照すると、介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護被保険者等である患者 
 に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療）は末期の悪性腫瘍の患者に限り算定可（末期の悪性腫瘍の患者以外は算定不可） 
 とされているため、医療機関への確認が必要となる。 
  
・突合区分「０７」 
  介護老人福祉施設（介護）と訪問歯科衛生指導料（医療）が同月に請求されている。 
  給付調整通知別紙によると、訪問歯科衛生指導料（医療）は入所・入院中の場合に算定可としているため、医療機関への入院 
 状況や、訪問歯科衛生指導料が実施日を医療機関に確認する。 



 国保連合会に委託している各制度のレセプト審査に係る情報等を相互に利用することは、個人情報
の保護に関する法律により、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事
務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、利用目的による制限及び第三者提供の制限には該当し
ないため、個人情報保護上の問題は生じない。 
 

○「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」 
 （平成２０年６月１２日付け厚生労働省老健局介護保険課事務連絡、都道府県介護主管課（室）あて） 
 国保連合会の介護給付適正化システムから提供される「医療情報との突合」情報は介護保険者のみならず、医療保険者においても有効な情報であるため、
広域連合及び市区町村におかれましては、制度間の連携を密にするとともに、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療の給付実績情報及び介護給付適正化
システムから提供される適正化情報を積極的に活用し、介護給付の適正化の推進等を図っていただきたいと考えております。また、国保連合会に委託してい
る各制度の審査情報等を相互に活用することは、次の理由から個人情報保護の観点からの問題はないと判断しておりますが、受給者又は被保険者等にとって
極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全を期すよう周知、徹底をお願いいたします。 
１ 電算機等を用いて、診療報酬明細書及び介護給付費明細書の突合処理を行う国保連合会は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」とい
う。）に定める個人情報取扱事業者であり、同法の規定による個人情報保護義務が課せられているとともに、内部規定により個人情報保護に係る責務を明ら
かにしている。 
２ 国民健康保険の保険者、後期高齢者医療広域連合などが、診療報酬明細書の情報を介護保険者又は介護保険法第４１条第１０項の規定に基づき審査及び
支払に関する事務の委託を介護保険者から受けた国保連合会が行う審査事務に必要な個人情報として利用又は提供する場合には、個人情報保護法第１６条第
３項第４号及び第２３条第１項第４号の規定により、利用目的による制限及び第三者提供の制限には該当しない（被保険者又は受給者本人の同意は必要とさ
れない）ため、個人情報保護上の問題は生じない。 
 なお、本件につきましては、保険局総務課高齢者医療企画室及び国民健康保険課とも協議済みであり、広域連合及び市区町村担当課に対して周知をお願い
いたします。 

 
○「介護保険との給付調整に係るレセプト点検の実施について」 
 （平成２０年６月１２日付け厚生労働省保険局総務課高齢者医療企画室事務連絡、都道府県後期高齢者医療主管課（部）あて） 
 また、平成２０年６月１２日付けで、老健局介護保険課から都道府県介護保険主管部署あて、事務連絡がなされておりますので、別紙２のとおり写しを添
付します。この中で、レセプト等情報を相互に提供、使用することについて、個人情報保護法上の問題がないことを明らかにしておりますが、被保険者に
とって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管理に万全を期すよう周知、徹底をお願いします。 
 

○ 「平成２３年度における国民健康保険の事務打合せ（指導監督）の留意事項について」 
 （平成２３年４月８日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長補佐事務連絡、地方厚生（支）管理課長あて） 
 国保と介護保険との給付調整については、介護保険担当部署と連携を図り、介護保険受給者情報を活用したり、国保連に委託を行うなどして、介護保険と
の給付調整を的確に実施すること。 

〈参考〉抜粋 

＜医療情報との突合における個人情報保護について＞ 



参考１ 
                              事 務 連 絡 

平成２５年１月１７日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局）長  殿 

 

 

 厚生労働省老健局介護保険計画課 

 
 

国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムから 

提供される情報の活用について 

 
 介護保険の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 本件については、かねてから積極的な実施をお願いしているところであり、突合情報を

活用したレセプト点検は、介護保険に必要かつ有用なものと考えておりますので、実施率

の更なる向上に努めていただけるようお願いするとともに、未実施の市町村においては、

突合情報活用の重要性を改めて認識していただき、実施するようお願いします。 

さて、今般、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課より「国民健康保険団体連合会介

護給付適正化システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施につい

て」（平成２４年１２月○日保国発第○○号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知及び

同日保高発第○○号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知）が別添のとおり示されました

ので、管下市町村の介護保険担当部局に対し、周知をお願いします。 

本件につきましては、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課とも協議済みであり、相

互協力、連携のうえ的確に実施していただきますよう改めてお願いします。また、国民健

康保険及び後期高齢者医療の担当部局から介護保険担当部局に対して、介護給付適正化マ

ニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依頼、もしくは照会等があった場合には、積

極的にご対応いただくよう、併せて周知をお願いします。 

なお、別添「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」

（平成２０年６月１２日厚生労働省老健局介護保険課事務連絡）を発出しているところで

すが、参考までに情報提供します。当該事務連絡及び本件の中でもレセプト等情報を相互

に提供、使用することについて、個人情報保護法上の問題がないことを明らかにしており

ますが、被保険者にとって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管

理に万全を期すよう周知徹底をお願いします。 

 

 

  

                 （照会先）TEL 03-5253-1111 

                  介護保険計画課 監理第一係 鈴木(内線 2162) 



参考２ 

事 務 連 絡 

                        平成２５年１月１７日 

 

国民健康保険中央会介護保険部 御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

「国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムから提供される情報 

の活用について」の事務連絡について 

 

 

標記について、各都道府県介護保険担当主管部（局）長あて、別紙写しのとおり事

務連絡を発出しましたので、各国民健康保険団体連合会に対し周知方、お願いいたし

ます。 

 なお、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険者等から各国民健康保険団体連合会

に対して、介護給付適正化マニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依頼、もし

くは照会等があった場合には、積極的にご対応いただくように、貴中央会から特段の

ご配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考２ 

 

 



事 務 連 絡 

                        平成２５年１月１７日 

 

国民健康保険中央会介護保険部 御中 

 

 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」 

の事務連絡について 

 

 

標記について、各都道府県介護保険担当主管部（局）長あて、別紙写しのとおり事

務連絡を発出しましたので、各国民健康保険団体連合会に対し周知方、お願いいたし

ます。 

 なお、市町村の国民健康保険及び後期高齢者医療の保険者等から各国民健康保険団

体連合会に対して、介護給付適正化マニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依

頼、もしくは照会等があった場合には、積極的にご対応いただくように、貴中央会か

ら特段のご配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              事 務 連 絡 

平成２５年１月１７日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局）長  殿 

 

 

 厚生労働省老健局介護保険計画課 

 
 

国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について 

 
 
 介護保険の運営につきまして、平素より格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 本件については、かねてから積極的な実施をお願いしているところであり、突合情報を

活用したレセプト点検は、介護保険に必要かつ有用なものと考えておりますので、実施率

の更なる向上に努めていただけるようお願いするとともに、未実施の市町村においては、

突合情報活用の重要性を改めて認識していただき、実施するようお願いします。 

さて、今般、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課より「国保連合会介護給付適正化

システムから提供される情報を活用した効率的なレセプト点検の実施について」（平成２

５年１月１７日保国発第０１１７第１号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知及び同日

保高発第０１１７第１号厚生労働省保険局高齢者医療課長通知）が別添のとおり示されま

したので、管下市町村の介護保険担当部局に対し、周知をお願いします。 

本件につきましては、保険局国民健康保険課及び高齢者医療課とも協議済みであり、相

互協力、連携のうえ的確に実施していただきますよう改めてお願いします。また、国民健

康保険及び後期高齢者医療の担当部局から介護保険担当部局に対して、介護給付適正化マ

ニュアル及び研修資料等に関する情報提供の依頼、もしくは照会等があった場合には、積

極的にご対応いただくよう、併せて周知をお願いします。 

なお、別添「国保連合会介護給付適正化システムから提供される情報の活用について」

（平成２０年６月１２日厚生労働省老健局介護保険課事務連絡）を発出しているところで

すが、参考までに情報提供します。当該事務連絡及び本件の中でもレセプト等情報を相互

に提供、使用することについて、個人情報保護法上の問題がないことを明らかにしており

ますが、被保険者にとって極めて重要な個人情報であることから、情報の厳重な保護、管

理に万全を期すよう周知徹底をお願いします。 

 

 

 

  

                 （照会先）TEL 03-5253-1111 

                  介護保険計画課 監理第一係 鈴木(内線 2162) 
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