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韓国はHIRA が審査を統一
　支払基金の改革は支払基金の業務
効率化、高度化計画ということで 2
年前に策定された。レセプト審査の
９割をコンピューター審査だけで完
結するという計画で、ICT を駆使して
レセプトの９割をコンピューターだ
けで審査し、審査委員会にまわるの
は１％以下にするというとんでもな
い計画だが、2 年前からスタートして
いる。これは韓国の
システムを基に作ら
れているということ
で、昨年の連休を利
用して韓国へ視察に
行ってきた。
　本日のメインテー
マである HIRA（健康
保険審査評価院）と
いう組織だが、韓国
の保険の審査の仕組みは審査基準が
全てインターネット上に公開されて
いて、その審査基準を HIRA が作っ
ている。公開した審査基準をもとに
専門の医学的知識を持った看護師の
審査専門員が 1200 名位いて、コン
ピューター審査を行っている。HIRA
の業務の一つはもちろんレセプトの
審査だが、レセプトの審査は日本と
違 っ て HIRA 一 か 所 で 行 っ て い る。
レセプトの審査だけでなく審査評価
院という名前が示すように医療機関
の評価、つまり良い医療機関かそう
でないかを評価しインターネット上
で公開している。そして、保険医療
情報分析、いわゆるビッグデータを
HIRA は日夜分析し活用している。ま
た、DUR(Drug Utilization Review)、
KPIS という薬剤のシステムがあり、
これも HIRA が統制している。医療情
報に関する全てが HIRA 一極に集中し
ている。日本は日本中バラバラでやっ
ているが、それを全て統制している
のが HIRA ということになる。
　韓国の診療所は全て院外処方であ
る。病院は院内処方もあるが、薬局、
医療機関、HIRA があり、韓国の全て
の医療機関と調剤薬局をネットワーク
で結び統制しているのが DUR。具体
的に言うと、診療所で医師が処方箋を
発行し、パソコンで処方箋の発行を
入力すると、その瞬間に処方せんの情
報が HIRA に行き、HIRA はそれを他
の医療機関の処方箋と重複していない

か、あるいは配合禁忌がないかを瞬時
に判断して医師に返す。この返答が
0.5 秒ということで、韓国ではお薬手
帳がなく、全ての情報は HIRA で管理
され医療機関、調剤薬局はリアルタイ
ムで情報を得ることができる。このシ
ステムは韓国の方が大きく進んでいる
と感心した。
　韓国の審査システムは基本的に日本
と同じで、レセプトを発行されたも

のは最初にコンピューター
審査にかかり、次は専属の
看護師が行う画面審査とな
る。最後に審査委員の審査
だが、その比率が 0.001％
にすぎないのが韓国の状況。
一応異議申し立ての仕組み
はあるそうだが、ほとんど
認められないとのこと。コ
ンピューター審査の流れは、

最初は機械点検、次が自動点検とな
る。審査でなく点検という表現になっ
ているが、日本の事務点検と同じで、
基本的な単純ミスをチェックする部分
となる。３段目のステップが審査とい
う表現になるが、最初は薬の適応症の
審査。日本と同じように韓国でも薬ご
との適応症が決まっていて、適応症が
無いものについては減点される。いわ
ゆる病名漏れの審査を３番目で行って
いる。４番目は基準適合審査といい、
インターネットで公開されている審査
基準にレセプトが適合しているかを審
査する。５番目が傷病名審査、３番目
と似ているが病名と審査基準に基づい
て、レセプトが医学的に正しいものか
どうか審査する。6 番目が DUR 審査
で、先程の DUR というシステムとコ
ンピューター審査のシステムが連動し
ていて、薬剤の審査を行う。７番目は
算定回数点検で、回数制限のある項目
に関する点検となる。最後は AI、人
工知能による審査が既に始まってお
り、８番目の項目として入れた。そし
て最終的に審査委員にまわってくるの
は 0.001％。審査委員会と言う名前は
日本と同じだが、日本と韓国では位置
づけが違い、韓国が 0.001％だから日
本は１％以下にするというのは比較の
対象になってない数字となる。
　韓国のコンピューター審査への医
療機関の対応は、審査専門員が事前
審査プログラムという専用のチェッ
クソフトを用いて院内で事前審査を

行っている。もう一つは OCS（Order 
Communication System）があって院
内事前審査が行われている。OCS は
病名を韓国の標準病名である KCD ７、
日本でいう ICD10 に変換する。次に、
審査基準や算定基準を全て数字やアル
ファベットのコードに変換する。韓
国のレセプトは 99％が OCS を使い、
99％のレセプトがコードだけで構成
されている。残りの１％はコメントが
入っていて、その１％は専門の看護師
が画面で審査している。HIRA が９割
をコンピューターだけで完了している
のは、全てコード化がされているため
だ。

日本で９割を目指すのは難しい
　韓国の状況を基に、日本の現状を見
ると、流れは韓国と同じく、まずオン
ライン請求、あるいは CD-ROM、紙
媒体で請求する。紙は職員により審査
されるが、オンライン請求、電子媒体
により請求されたレセプトは１度コン
ピューターチェックを受ける。チェッ
クを受けた結果、次に基金、国保の事
務がそれを見て付箋をつけ、付箋をつ
けたものについて審査委員が審査を行
い、最終的に審査委員会による最終決
定という流れになる。流れ自体は日本
も韓国も同じだが、大きく違うのは韓
国は、コンピューターによるチェック
の段階で審査委員による審査を全て飛
ばして合格、不合格を決めているのが
全体の９割あることで、日本はそこを
目指している。
　日本は最終的にすべて人の目を通し
ているが、韓国ではコンピューターだ
けで判断している部分が多くある。た
だ韓国はほとんどの審査をコンピュー
ターだけで行っていると喧伝されてい
るが、実際査定されたレセプトの点数
を見ると８割は人が査定している。コ
ンピューターだけで査定されたのは２
割しかない。いくら韓国のコンピュー
ターが進んでいると言っても、今でも
査定されたレセプトの点数の８割は人
が審査している。ただ現在は AI がこ
れに代わってきているので、現在は１
割ほどコンピューターの比率が増えて
きているはずだが、比率が増えていて
も、やはり人が審査している。
　そんな韓国の現状でレセプト審査の
9 割をコンピューター審査で完了する
という日本の目標が実現可能かどう
か。まず韓国と違い日本は混合診療が
認められていない。そして点数表、算
定要件がとても複雑になっている。ま
た、大きく違うのは審査基準が韓国は
統一基準だが、日本は都道府県ごとに
異なる点。レセプトの用紙が韓国は最
終的に 99％がコードで構成されてい
るが、日本はまだ文字が沢山混じって

いる。これらを併せると 9 割をコン
ピューターチェックで完結させるのは
絶対に無理だろうと思う。私は 9 割
をコンピュータ―チェックで完結する
のは無理だと思うが、それを強引に成
立させるのが日本で、強引にやったし
わ寄せが我々開業医や病院に返ってく
る。そのために対抗する処置が必要か
と思う。

一律的な減点を防ぐために
　コンピューターチェックルールの公
開は日本でも 2018 年にすでに始まっ
ており、2019 年にも追加分が公開さ
れている。コンピューターチェックが
進むと医師の裁量権が奪われる、ある
いは審査が画一的、経済的審査になる
おそれがある。保団連としては適正な
審査が行われることはもちろん応援
する立場ではあるが、一律的にコン
ピューター審査で削られないようにし
なくてはならない。コメント、症状詳
記をつけるとコンピューターは判断で
きないので、きちんとしたコメントや
症状詳記を入れることが画一的審査を
防ぐ意味で重要。再審査請求をきちん
と行うことは今後の闘いの中でもとて
も大きな意味を持つだろう。
　コンピューターが得意な部分はコン
ピューターがやり、不得意な部分につ
いては人間がやらざるをえない。その
ような事実を無視して数字だけを追っ
た計画は無謀であり、無謀な計画を無
理矢理進めようとすればどうしても画
一的審査にならざるをえない。これに
対しては断固対抗していかなくてはい
けない。日本も韓国も人による審査が
基本である。特に日本の場合は非常に
複雑な診療報酬体系になっている。点
数表の解釈あるいは疑義解釈などにつ
いて、不合理なルールと思われる事例
に対しては保団連としては強く声を上
げていくべきだ。
　長崎協会では、コンピューター審
査に対抗するため、「レセプトチェッ
カー」というソフトの開発に協力し
た。現在は日医関連のメディカルドメ
インという会社で販売している。これ
は主に病名洩れ点検に対して、いわゆ
るコード照合ではなく日本語を判定す
るようにプログラムされた、画一的審
査に対抗したもの。
　減点を避けるために、院内の事前審
査は今後必要になってくるだろう。特
に病院では韓国のように審査専門員が
いて然るべきだろう。病院の先生は「一
定数減点があるのはやむをえない」と
いうスタンスだが、きちんとやれば防
げるのではないか。保団連や協会は保
険請求のスペシャリストなので、ノウ
ハウを十分に生かす機会は今後たくさ
ん出てくるだろう。

　７月 28 日北信越ブロック会議にて、学習講演として本田孝也氏（保団連情
報通信部部長）より、「韓国のレセプト請求（HIRA) の実状報告と支払基金改革」
をテーマに学習講演会を行った。本号では講演の内容を紹介する。
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