
 
 

 
 

介護保険システムへの富士通の取組み 

Fujitsu’s Approach to Care Insurance System 

あらまし  

1938年に国民健康保険法が制定され，その後，この国民健康保険法に基づき，1961年に

各市町村単位での国民健康保険制度がスタートした。これにより，全国民がいずれかの保険

に加入する「国民皆保険」体制が実現した。ところが，高齢化が進む中で医療費は高騰を続

け，2009年度の国家予算における社会保障費の割合は27％を超えるところまで至っており，

必然的に保険制度の見直しが継続的に行われている。2000年に創設された「介護保険制度」，

2008年に創設された「後期高齢者医療制度」は，その運営主体である自治体と，システム

を提供する我々ベンダにとって，全国一斉にシステムを同時稼働させるという難易度の高い

事業であった。富士通はこれに対し，自治体向けパッケージ“MCWEL”により対応を

行っている。本稿では，社会保障制度の代表である介護保険制度のシステム化と，富士通が

提供するMCWELについて述べる。 

Abstract 

Japan’s National Health Insurance Law was established in 1938, on the basis of which the national health 
insurance system by individual municipalities was launched in 1961.  This marked the realization of a 
universal healthcare system, where all people carry some insurance.  However, medical expenses have 
continued to soar due to the increasingly aging society.  The proportion of social security costs in the 
national budget went as far as exceeding 27% in fiscal 2009 and the health insurance system has always 
been inevitably reviewed.  As part of this, a nursing-care insurance system was established in 
2000 and an elderly care system was established in 2008.  These were difficult projects for 
municipalities and system venders such as Fujitsu.  Fujitsu responded with a package 
called MCWEL, intended for municipalities.  This paper explains the switch to a nursing-
care insurance system that is representative of a national health insurance system, and 
Fujitsu’s MCWEL package. 

 

田部清輝（たべ きよてる） 

自治体ソリューション事業本部第一

ビジネス部 所属 
現在，介護福祉分野を中心に自治

体向けアプリケーションソフト

“MCWEL”の企画・開発などに

従事。 
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ま え が き 

 2000年に創設された「介護保険制度」以降，社

会保障制度に関する見直しは継続的に発生している。

これらの制度改正はその運営主体である自治体で全

国一斉に対応が必要となり，その対応には困難がつ

きまとう。2008年に創設された「後期高齢者医療

制度」では，施行に当たって全国的な混乱が生じた

ことは記憶に新しいところである。 
 富士通は介護保険制度の施行に対し，自治体向け

パッケージ“MCWEL”により対応を行っている。

本稿では製品の紹介とともに，全国一斉に稼働する

システムを安全・確実に提供し適用するための取組

みについて説明する。 

社会保障制度改革の背景 

 日本における人口動態は少子・高齢化の一途をた

どっており，1970年には高齢化率が7％を超えた

「高齢化社会」を迎え，1997年には14％を超えた

「高齢社会」，2007年には21％を超えた「超高齢社

会」の時代に突入している。 
 1961年に「国民皆保険」として生活保護受給者

を除くすべての国民が公的な医療保険に加入する制

度が始まった。図-1に示すように当時の高齢化率は

5.7％であったが，この40年の間で実に3倍強の割

合へと拡大しており，高齢化が急激に進行している

ことが分かる。 
 一方，国民医療費については，年々増加し続けて

おり，そのうちの65歳以上の医療費の割合につい

ては，2000年の介護保険創設時に一旦は50％を割

り込むことにはなったものの，その後再び増加に転

じ，2003年以降は総医療費の50％以上を占め，そ

の傾向は歯止めがかからない状況にある（図-2）。 
 高齢化が進む中，増大する医療費の抑制のために

は，高齢者医療制度の見直しが必要なことが分かる。 
 2008年に始まった後期高齢者医療制度もそうし

た時代背景のもとで生まれた制度であり，準備期間

が絶対的に不足したため全国的な混乱を招いたが，

それには寸分の猶予もならぬ時代背景があることを

忘れてはならない。つまり，医療保険・介護保険制

度に代表される社会保障制度はその時点における対

策が必要であり，社会保障制度改革は絶えることな

く続くといった特徴を有している。 
 次章以降では，制度施行後10余年が経過し，変

化し続ける介護保険制度への対応を市町村システム

の観点から見ていくことにする。 

介護保険制度の特徴 

 2000年に始まった介護保険制度は，従来の「老

人福祉」と「老人医療」に分かれていた制度を再編

し，自由なサービス受給と長期入院の抑制（在宅

サービスの拡大）を目的とし，高齢者の介護を社会

全体で支え合う仕組みとして創設された。(3)

 同制度は「社会保険方式」を採用しており，被保

険者から徴収する保険料と，国・都道府県・市町村

が拠出する公費とサービス受給時の自己負担で介護

サービス費を賄う。地域保険としての国民健康保険

とは類似性が高い。しかし，医療保険とは異なり，

介護保険制度では，被保険者の「要介護度」を認定

し，そのレベルに応じた範囲内でケアプランを作成
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Fig.1-Changes in population by age bracket and rate of 

aging. 
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し，その計画に基づいたサービスを受給する「受給

者管理（認定事務）」という概念が新たに加わって

いる。また財政均衡を目的とし，3年に一度，事業

計画を見直しながら運営されているのも同制度の特

徴と言える。 

介護保険制度のシステム化 

 介護保険制度は，2000年の法施行に先立ち，

1996年に当時の連立与党3党合意で基本方針が固ま

り，1997年に法案は成立した。法施行までの3年間

でシステム化の準備を全国の市町村が行うことに

なったが，このことで市町村および業務システムを

提供するベンダはかつて経験したことのない課題に

直面することになった。 
 これまでの業務システム構築は現実として存在す

る業務運用の効率化を目的として進められるもので

あり，長年運用されたそれぞれの市町村の独自性に

合わせて自主開発により対応するか，業務パッケー

ジソフトのカスタマイズを行い適用するのが一般的

な考え方であった。ところが，介護保険制度はシス

テムを開発する際に，現実の事務が存在しなかった

ため，従来の「事務をIT化する」という概念では

なく，「ITありきの事務を創設する」という点にお

いて全く新しい試みであったと言える。 
 システムを全国一斉に適用する流れは，この介護

保険制度の創設を始まりとし，以降の社会保障制度

に関するシステム化において一般的な流れとして定

着していくことになった。 
 ともあれ，短期間にシステムを開発し，全国一斉

の対応を行うことは，制度を運営する市町村にとっ

てもそれを支えるベンダとしても，先の読めない一

大事業であった。 
● システム化の課題 
 短期開発・全国一斉稼働という制約条件の中で，

主たる課題は，以下の4点に集約された。 
（1） 運用の多様性への対応 
 前述のとおり，国民健康保険に業務としての類似

性があるため，基本的な業務仕様は国民健康保険と

対比されることが多い。ところが，基となる国民健

康保険業務は，例えば保険料算定にかかる処理方式

（暫定賦課の有無）や保険料期割回数など市町村ご

とに運用が異なる。また，新たな制度への対応とし

て近隣の市町村が広域で運営する「広域保険者」や，

認定審査会を共同で運営する「一部事務組合」など

新たな運用パターンが生まれるなど，従前の業務運

用に依存しているものの，新たな運営主体の変化へ

の対応が必要となった。2000年の制度施行当時は

「平成の大合併」以前の状態にあり，3000を超える

市町村への対応は単純に一つのシステムを作ればよ

いわけではなく，「運用の多様性」にいかに対応す

るのかが大きな課題であった。 
（2） システム仕様への落とし込み 
 システム化に当たっては，関係法や政省令・条

例・事務連絡などがその根拠となるのだが，システ

ムとして必要な機能や運用を考慮した記載ではない。

これらを正しく解釈し，必要な機能仕様に落とし込

むには相当のスキルが必要となる。 
 また，システム開発においては，上流である設計

工程で仕様を明確化し製造工程に進むのが一般的で

あるが，仕様提示のタイミングは必ずしもシステム

開発の工程とは合致しない。五月雨式に出てくる仕

様に対して，納期内に確実に対応することが求めら

れる。 
 要するに，限られた情報・期間の中で新しい制度

を運用するのに十分なシステム仕様を作ることがで

きるかどうかが納期に間に合わせることができるか

否かのかぎであった。 
（3） 現地対応 
 全国一斉適用の最大の悩みは，現地対応にある。

システムができ上がっても，その適用には市町村ご

との現地作業が必要となる。正しいシステムであっ

ても，現地適用作業でのミスは結果的に提供先であ

る市町村，さらにはその先の市民への不利益を招く

ことにもなりかねない。ところが，絶えず変化する

制度・システムに精通した要員を全国各市町村に求

めることは不可能に近い。このような中で，安全・

確実にシステムを運用させることはシステムを開発

するのと等しく重要な課題であった。 
（4） 制度改正への対応 
 2000年の施行当時は，限られた時間の中で必要

最低限のシステム機能に絞り開発を行うケースが多

かった。また，当時はメインフレーム全盛の時代で

もあり，安全に対応するために，あえて市町村が自

主開発したケースも存在した。しかしシステムの常

で，運用プロセスに入るとどうしても運用にそぐわ

ない機能が顕在化し，その対応として現地でのカス
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タマイズを実施することが必要になった。そこに

「制度改正対応」という落とし穴が待っていた。前

述のとおり，介護保険制度は3年に一度の制度改正

が行われるためシステムもその対応が必要になった

が，現地で自主開発・カスタマイズされたシステム

は，その対応も現地個別にならざるを得なかった。

当然その場合には，現地で変更仕様の解釈からシス

テム改修までを実施することになったため，対応に

かかるコストはパッケージ対応のそれと比較して割

高になった。 
 施行当初から独自仕様で進めている市町村におい

ては，頻繁に発生する制度改正ごとにかかるシステ

ム改修のコストの抑制は困難な課題として今なお存

続している。 
● システム・サービスに求められるもの 
 前節の課題を克服するためにまず必要なことは，

製品プロダクトそのものの業務適合性の高さであっ

た。多様な運用への対応・法制度へタイムリな適合

ができなければ，現地個別の対応の度合いが高くな

り仕様変更への追随は困難なものとなってしまう。

現地個別カスタマイズを実施しなくても実運用に耐

え得る「製品力」が必要不可欠な最低条件だと言

える。 
 しかし，どんなに優れた製品であったとしても，

現地で必要となる適用作業の品質が確保できなけれ

ば結果的にはトラブルが生じてしまう。繰り返しに

なるが，適用作業も全国一斉で行われるのである。

現地作業を安全に進めるための「現地サポート力」

も製品力と並び必要な条件である。 

MCWEL介護保険システム 
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図-3 MCWEL介護保険システムの変遷 

 富士通は，自治体パッケージソフトである

「MCWEL介護保険システム」により，介護保険制

度への全国一斉対応を行っている。同システムの

製品群とその変遷を図-3に示す。 

Fig.3-Changes in the care insurance system MCWEL.

 2000年の施行当時は，「MCWEL介護保険V1」
として，オープンシステムでは主流であったクライ

アント/サーバシステムとして開発，提供を行った。

システム機能の特徴としては，業務的に国民健康保

険と類似性の高い，個人の資格管理～保険料賦課・

収納～給付実績管理を体系化した「被保険者管理シ

ステム」と，新たな事務システムである「認定審査

会システム」を軸として個別要望のあった，個人情

報連携を随時に行う「随時連携オプション」，認定

審査事務の運用利便性を高めた「電子審査会オプ

ション」・「訪問調査モバイルオプション」という製

品ラインナップであった。 
 2005年には，平成18年度制度改正に合わせ，従

来のクライアント/サーバシステムからいち早く

Webシステムへと方式を刷新し，2008年にはシス

テムの政令市対応を行うことですべての運用形態に

適合した製品となった。 
 以降，ニーズの高かった「コンビニ収納オプショ

ン」や内閣府が2008年にまとめた「災害時要援護

者避難支援のガイドライン」への対応として「要援

護者台帳」を，成長し続けるソリューションとして

提供している。 
 システムの最大の特徴は，小都市から大都市，ま

た広域連合や一部事務組合といったすべての運用範

囲を想定して基本設計を行っているところである。

当然，自治体規模や運用性の相違によりシステム仕

様は異なるが，システム設計時に複数の規模の異な

る市町村における運用を徹底的に分析し，パラメー

タ化することで要件の異なる複数の運用パターンを

カスタマイズすることなく対応できるシステムとし

ている。 
 また，EUC（End User Computing）機能を充

実させることで，非定型の業務ニーズへの適合性も

高い。 
 統 合 シ ス テ ム と し て リ ニ ュ ー ア ル し た

「MCWEL介護保険V2」では，被保険者管理システ

ムと認定審査会システムを統合したことにより，被

保険者管理と認定審査の事務運用の一体化が図られ，
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利便性は飛躍的に向上している。 
 これらの機能性の高さについては，500を超す

ユーザに支持されているシェアの高さがそれを証明

している。 

現地サポート 

● サポートデスクによる現地サポート 
 MCWEL介護保険では，適用する現地を支援す

るために，開発元でサポートデスクを開設している。

適用時のQ/Aサポートはもちろん，各種ツールの提

供や適用ドキュメントの提供など，幅広く現地対応

作業をサポートしている。サポートデスクの運営に

当たっては，一次窓口で対応を行うが，難易度の高

い問合せへの対応などはパッケージ開発を担当する

専門知識を持ったメンバが行っている。 
 また，質問については適宜集計・分析を行い，現

地での作業の進捗や状況を把握し，とくに注意喚起

が必要な場合には，留意事項のアナウンスなどを

行っている。 
 これらの現地サポートは，パッケージ製品の評価

からは見落とされがちではあるが，現地にとっては

より専門性の高い知識がなくてもシステムの適用か

ら運用サポートを行うことができる大きな強みと

なっている。 
 サポートデスクのもう一つの機能は，現場ニーズ

の把握にある。寄せられた要望はパッケージの製品

力強化のための情報源であり，定期レベルアップの

際には，要望の中から改善ニーズの高い機能を抽出

して対応している。パッケージとしてのライフサイ

クルマネジメントを実践しているのである。 
● 業界団体における富士通の活動 
 保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS：

Japanese Association of Healthcare Information 
Systems Industry）は，「保健医療福祉情報システ

ムに関する技術の向上，品質および安全性の確保，

標準化の推進を図ることにより，保健医療福祉情報

システム工業の健全な発展と国民の保健・医療・福

祉に寄与し，もって健康で豊かな国民生活の維持向

上に貢献すること」を目的とし，1994年に設立さ

れた。(4) 介護保険システムについては，「福祉システ

ム委員会」において，国や関連機関とシステムに関

する仕様調整を行っている。富士通は，同委員会の

メンバとしてシステム仕様の最適化や提言などを行

うとともに，いち早く事務連絡などの情報を入手し，

会員であるシステム開発ベンダ各社への周知活動を

行っている。これらの活動が，業界全体にも大きく

貢献している。 
● 制度改正へのリスクマネジメント 
 制度改正時に最も苦労するのは，短期間かつ五月

雨式に出てくる情報を分析し，システムへの影響を

踏まえ，限られた期間の中でどのように適用してい

くかといった「適用シナリオ」を決めるところに

ある。 
 富士通では，過去数度の制度改正の対応経験から，

対応前に適用シナリオを策定し，これに基づいたシ

ステム開発・出荷計画を定めている。また，時点情

報により，注意喚起が必要な情報などは，制度やシ

ステムを分かりやすくまとめ，情報提供を実施して

いる。とくに，周知徹底が必要な場合には現地拠点

に設置している「エリアマネージャ」を通じて周知

の徹底と，状況の監視を行っている。 

む  す  び 

 本稿では，全国一斉の対応が必要な介護保険制度

のシステム化に当たっての富士通の取組みについて

述べた。介護保険制度施行当初は，市町村とシステ

ムを提供するベンダも初めての経験であり，混乱の

中からのスタートであった。しかし施行後10年を

経て，全国一斉の対応を経験した中で，いかにして

独自性を排除・吸収し，「標準化」の道筋を作って

いくことが大切であることを学んだ。これは製品プ

ロダクトのみならず，現地適用作業を含めたトータ

ルのソリューション力が成否を占うといっても過言

ではない。 
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