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令和５-7 年度 神戸市国民健康保険のレセプト・特定健診データ分析等 

に関する業務委託仕様書 

 

１．事業目的・概要 

  神戸市国民健康保険にかかるレセプトデータ等より医療情報データベース（以下、「DB」という）

を作成し、保健事業支援システムの運用・保守及び神戸市国民健康保険保健事業実施計画（以下、「デ

ータヘルス計画」という）・神戸市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画（以下、「特定

健診等計画」という）に基づく保健事業の実施を支援し、ジェネリック医薬品（以下、「GE」という）

の普及啓発や重複服薬対策等を行うことで、国保加入者の健康の保持・増進に加え、医療費の適正化

を図ることを目的とする。 

  また、令和５年度においては、平成 30 年３月に策定した「第 2 期データヘルス計画・第 3 期特定

健診等計画」の最終評価、令和６年度から令和 11 年度の期間で策定予定の「第３期データヘルス計

画・第 4 期特定健診等計画」の策定支援業務を別途行う。 

 

２．業務名称 

神戸市国民健康保険のレセプト・特定健診データ分析等に関する業務 

 

３．契約期間（令和５年度～令和７年度：３ヵ年） 

令和５年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

 

４．委託業務概要 

【１】DB の作成 《※》別紙 1 

本市から提供するレセプトデータ等を用いて DB を構築する。 

【２】保健事業支援システムの運用・保守《※》 別紙 2 

   DB を利用して、保健事業を行う上で必要なデータの分析・抽出ができるよう保健事業支援シス

テムを構築し、その運用・保守を行う。 

【３】【３-2】データヘルス計画等に基づく保健事業支援 

   《令和 5 年度》 

第２期データヘルス計画の最終評価、第３期データヘルス計画・第 4 期特定健診等計画の策定支

援を行う。別紙３・別紙 3-1 

《令和６・７年度》 

第 3 期データヘルス計画に基づき、効果的・効率的な保健事業を実施するために、各種分析や年

度毎の事業評価支援を行う。別紙 3-2 

【４】GE 普及啓発に関する業務《※》 別紙４ 

   医療費適正化のため、GE の使用を促進し啓発する業務を行う。 

【５】重複服薬等対策に関する業務《※》 別紙５ 

   医療費適正化のため、同一成分薬剤を重複・多剤内服することによる健康被害を防止し、 

重複等処方を受ける機会が減るよう啓発業務を行う。 

 

《※》3 ヵ年通年業務 
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【６】生活習慣病重症化予防の医療機関受診勧奨に関する業務《※》 別紙６ 

特定健診の結果、糖尿病性腎症・CKD・高血圧等生活習慣病の重症化のおそれがある国保加入

者のうち、比較的軽度な対象者に対して、文書による受診勧奨及び重症化予防の啓発を行う。 

 

５．委託料の支払方法 

受託者は各年度の業務終了後に業務実績報告書を提出し、本市の履行確認後、受託者から請求書が

提出された月の翌月末までに受託者の指定する銀行口座に支払うものとする。 

なお、請求の際には各業務の費用内訳が明確に分かるようにすること。 

 

６．保健事業支援システム端末の仕様 

（１）神戸市役所１号館４階 国保年金医療課内に端末を設置すること。 

（２）システムにかかるセキュリティ対策を施すこと。 

ア ログイン時のユーザーＩＤ・パスワード設定 

イ ウイルス対策ソフトの導入 

ウ データの持ち出しに関する認証設定（容易に外部記録媒体に保存できないこと） 

エ 操作ログの取得 

オ 未許可端末のネットワーク参加禁止（使用未許可端末を接続しても利用不可とする） 

（３）本市と委託事業者間で専用回線を用いたデータの授受を可能とすること 

（４）専用回線は、IP-VPN サービスを用いること。 

（５）ログイン後のメイン画面に、システムのバージョンアップ等に関する情報を表示すること。 

（６）その他必要な事項は、本市と協議のうえ決定する。 

 

７．セキュリティ対策 

（１）受託者は、業務遂行に必要となる以下の資格・認証を有すること（もしくは、同様の体制を保持

していることを書面等により証明すること。） 

ア セキュリティ関連 

・プライバシーマーク 

・ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ） 

イ 品質管理関連 

・ＩＳＯ９００１ 

（２）業務の履行に際して、個人情報、法令により守秘義務を課せられた法人等の情報を扱う場合は、

「神戸市個人情報保護条例」、「電子計算機処理に係るデータ保護管理規程」、「神戸市情報セキュリ

ティ基本方針」、「神戸市情報セキュリティ対策基準」等を遵守すること。「神戸市情報セキュリテ

ィ基本方針」、「神戸市情報セキュリティ対策基準」は、 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html 

に掲載されているものを参照 

（３）受託者は、受領したレセプトデータ等について、以下の要件を満たすデータセンターなどに保管

するものとする。 

ア サーバ設置拠点が日本国内であること。 

イ 施錠管理された業務専用の部屋等であること。 

ウ 作業者及び関係者以外の入室を禁止すること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html
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エ 安全性・機密性の高い場所であること。 

オ 停電対策及び防災対策がとられていること。また、各対策方法について、システム運用に障害

の発生しない手段を用いること。  

カ 災害発生時はデータを喪失することなく復旧を可能とする仕組みを有すること。 

キ データ漏洩リスクに対するセキュリティ対策がとられていること。 

ク サーバ設置拠点とは別に国内にデータ及びシステムを定期的にバックアップする仕組みをも

つこと。 

ケ 契約終了後、バックアップデータは復元不可能な形で完全に消去すること。また、消去完了後、

報告書を提出すること。 

（４）遠隔操作を含む日本国外における作業はセキュリティの観点から一切認めない。 

（５）契約解除後・終了後の保健事業支援システム端末内のデータは本市に属するものとし、データの

消去を行わないものとする。ただし、本業務内容等により別途協議が必要な場合は、この限りでは

ない。 

 

８．守秘義務 

本業務の実施により知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。本契約期間満了後又は契約解除後に

おいても同様とする。 

 

９．特記事項 

（１）受託者は毎月定例会を開催し、事業実績・効果、課題等の情報を共有し、課題の早期解決を図る

とともに、保健事業がより効果的になるような対策等を提案すること。 

（２）契約後、本仕様に定めのないことに疑義が生じた場合・内容を変更する必要が生じた場合は、本

市と受託者 双方が協議して定めるものとする。 

（３）受託者は、受託業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ本市の承諾を得る

こと。また、再委託先との契約に当たっては、受託者と同等の義務を負わせ、再委託した業務に伴

う第三者の行為の責任は受託者が負うこと。 

（４）業務にて使用するシステムにかかる使用権を提供すること。 

（５）受託者は、業務における責任者を明確にし、書面により本市へ通知すること。 

 

10．見積方法 

  令和５年度と令和６・７年度を分けて見積書を提出すること。 

  （令和５年度のみ第２期データヘルス計画の最終評価支援及び次期計画策定支援業務を含むため） 
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別紙１ 

【１】DB の作成 

１．概要 

本市から提供するレセプトデータ等を用いて DB を構築し、毎月データを取り込み、常に最新の状

態を保つようにする。 

 

２．本市から受託者に提供するデータ 

（１）被保険者マスタ 

加入者の資格及び宛名情報。本市規定のＣＳＶデータで、毎月最新のデータを提供する。 

（２）レセプトデータ（対象月は、平成２７年度分～令和７年度分） 

 兵庫県国民健康保険団体連合会より提供されるレセプト抽出データファイル 

（医科・ＤＰＣ・歯科・調剤・ＭＳＴの５つのフォルダに格納）にて提供。 

・医科・・・【ＲＥＪＩＭＴ】から始まるＣＳＶデータ 

・ＤＰＣ・・【ＲＤＪＩＭＴ】から始まるＣＳＶデータ 

・歯科・・・【ＲＳＪＩＭＴ】から始まるＣＳＶデータ 

・調剤・・・【ＲＥＪＴＲＴ】から始まるＣＳＶデータ 

（３）特定健診データ（対象月は、平成２７年度分～令和７年度分） 

 下記の３つのデータを使用する。 

・ＦＫＡＣ１３１ 特定健診受診者ＣＳＶファイル 

・ＦＫＡＣ１６３ 特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル 

・ＦＫＡＣ１６４ 特定健診結果等情報作成抽出（その他の結果情報）ファイル 

 

３．DB の作成 

上記２．のデータを使用し、以下の DB を作成する。 

・レセプトの傷病名と診療行為を正確に結び付ける仕組み又は傷病名ごとに医療費を分配する手法を

用いて傷病名ごとの医療費を算出した、精度の高い DB とすること。実際に診療の対象ではないが、

傷病名としてレセプトに記載があるものは、医療費等集計の対象とならないようにすること。 

・レセプトに記載されている未コード化傷病名をコード化できること。 

・個人特定を行うため、被保険者証番号とは異なる個人ごとの番号を被保険者ごとに付与し、共通管

理できること。 

 

４．DB の構成 

  別紙１-１の詳細項目のとおりとする。 

 

５．本市から受託者にデータを提供する日 

  毎月、本市の指定する日とする。 

 

６．レセプトデータの件数 

医 科・・・約２４０，０００件／月、 ＤＰＣ・・・  約３，０００件／月 

歯 科・・・  約５５，０００件／月、 調 剤・・・約１６０，０００件／月 
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別紙１-１ 

DB の詳細項目 

 項目 型 長さ 詳細 

1 レセプト全国共通キー 数値 20   

2 医療機関コード 数値 9 医療機関マスタコード（都道府県番号＋医療機関

コード） 

3 医療機関名 文字 50 医療機関名・調剤薬局名 

4 診療科コード 数値 2   

5 保険者番号 数値 8   

6 被保険者証番号 数値 7   

7 第一公費負担者番号 数値 8   

8 第一公費受給者番号 数値 7   

9 第二公費負担者番号 数値 8   

10 第二公費受給者番号 数値 7   

11 診療年月 数値 5 年号（令和：5）1 ケタ＋年 2 ケタ＋月 2 ケタ 

12 審査年月 数値 5 年号（令和：5）1 ケタ＋年 2 ケタ＋月 2 ケタ 

13 氏名 文字 50 被保険者氏名 

14 性別 数値 1 １：男 ２：女 

15 生年月日 数値 7 年号（３：昭和、４：平成、令和：5）1 ケタ＋年

2 ケタ＋月 2 ケタ＋日 2 ケタ 

16 診療区分 数値 1 １：医科、２：外来、３：歯科、４：調剤、０：

ＤＰＣ 

17 特記事項 数値 2   

18 診療実日数 数値 2 保険日数 

  2 第一公費日数 

  2 第二公費日数 

19 入院年月日 数値 7 年号（３：昭和、４：平成、令和：5）1 ケタ＋年

2 ケタ＋月 2 ケタ＋日 2 ケタ 

20 療養の給付 数値 10 保険（請求点数、決定点数） 

数値 10 第一公費（請求点数、決定点数） 

数値 10 第二公費（請求点数、決定点数） 

21 傷病名 文字 40 傷病名 

数値 7 年号（３：昭和、４：平成、令和：5）1 ケタ＋年

2 ケタ＋月 2 ケタ＋日 2 ケタ 

数値 1 転帰（１：繰越、２：治癒、３：死亡、４：中止） 

数値 1 主病名区分（１：主病、２：主病以外） 

数値 4 疾病 119 分類コード 

文字 10 ＩＣＤ10 分類コード 

数値 1 疑い区分（０：疑いなし、１：疑いあり） 
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22 摘要欄 数値 2 診療識別コード（１１：初診、１２：再診、１３：

医学管理、１４：在宅、２０投薬、３０：注射、

４０処置、５０麻酔手術、６０：検査、７０：画

像診断、８０：その他、９０：入院） 

文字 200 名称 

数値 15 数量（薬品、特定器材）、小数 4 ケタ 

数値 5 回数 

数値 10 点数 

23 調剤 数値 2 グループ種別（診療識別でのグループ判別に使用） 

数値 2 剤型（０：不明、１：内服、２：頓服、３：外用、

４：注射、５：内滴、６：材料） 

文字 500 名称 

数値 10 点数 

数値 15 数量 
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別紙２ 

【２】保健事業支援システムの構築とその運用・保守 

１．事業概要 

【１】で作成した DB を利用して、以下にあげるような分析・抽出ができる保健事業支援システム

を構築し、正常かつ有効な利用を実現するためにその運用・保守を行う。 

 

２．機能概要 

（１）保健事業対象者抽出機能 

健診未受診、治療中断、生活習慣病等重症化予防、重複・頻回受診、重複多剤服薬等、患者基本

情報の条件に該当する対象者を抽出、登録する。 

（２）保健事業実施後評価 

  （１）で抽出した保健事業対象者への事業実施後の評価として、医療機関受診状況や事業実施後に

受診した特定健診等の結果を反映させるなど、事業目的達成等、アウトカム評価が行えるものとす

る。 

（３）その他 

   本市で行う新たな保健事業について、協議のうえで、対応できるものとする。 

 

３．運用・保守内容 

サポート窓口を設置し、本市職員やシステム利用者からの問合せや要望に対応する。また、必要に

応じて現地訪問による対応を行う。ただし、次の作業には保守サービスは含まれない。 

（１）本製品の機能以外によるトラブル対処 

（２）オペレーションミスによるデータ破壊の回復 
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別紙３《令和５年度》 

【３】データヘルス計画等に基づく保健事業の評価・策定支援 

【業務概要】 

平成 30 年３月に策定した「第２期データヘルス計画・第 3 期特定健診等計画」に基づき実施して

いる保健事業に関する各種分析および計画の最終評価に必要なデータ整理等の支援を行う。 

また、国保加入者の医療・健診等情報を分析し、PDCA サイクルに沿った効果的・効率的な保健事

業を行うために、「第３期データヘルス計画・第 4 期特定健診等計画」の策定支援を行う。 

 

【兵庫県下におけるデータヘルス計画の標準化】 

１．データヘルス計画標準化の概要 

兵庫県では、県及び市町が共通の評価指標を共有することで県内市町の現状と課題を可視化し、よ

り効果的な保健事業の実施につなげることを目的として、各市町の第３期データヘルス計画の策定に

合わせて県の標準化（県下で統一した計画のひな型（章立て）や評価指標の設定）を進めていく方針。 

一方で、健康課題等地域特性が各市町で異なることから、標準化されたデータヘルス計画以外にも

市町が独自で行う保健事業の計画立案、実施とその評価が認められている。 

以上のことから、次期「第３期データヘルス計画・第 4 期特定健診等計画」は、県下共通の<標準

化部分>と、本市独自の保健事業に係る<本市独自部分>に分かれる予定である。 

 

２．本市の対応方針（原則） 

（１）第 2 期データヘルス計画（第３期特定健診等計画を含む）最終評価 

  令和 2 年度に実施した中間評価との整合性を確保する観点から、この度の最終評価に関しても、項

目やひな型は中間評価と同様のものにより実施することとし、データヘルス計画の標準化で設定され

たものは用いない。 

 

（２）第 3 期データヘルス計画（第４期特定健診等計画を含む）策定 

 ①標準化部分 

本委託業務の対象外とする（別途、兵庫県指定の事業者による策定支援を受ける予定）。 

 ②本市独自部分 

本市独自の保健事業について、本市独自のひな型または県下統一のひな型のうち、本市が指定する

ものを用いる。 

 

（３）留意事項 

  データヘルス計画の標準化は、県下統一の項目やひな型が令和 5 年 4 月以降に兵庫県より提示・確

定予定であることから、本市の対応は上記（１）（２）を原則としたうえで、詳細は確定したデータ

ヘルス計画の標準化の内容をふまえたものとする。 

 

【データ分析業務】 

１．分析対象データ 

（１）レセプトデータ 令和２年３月診療～令和 5 年２月診療 

（２）特定健診データ 令和２年度～令和４年度分 
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（３）被保険者マスタ  

（４）その他必要なデータ 各保健事業の分析に必要なデータは、本市より適宜提供する。 

  分析データの対象期間は、第 2 期データヘルス計画中間評価以降の期間を提示しているが、第 2 期

計画全体を通じての分析が必要な場合は、平成 30 年度・令和元年度のデータも提供可能とする。 

 

２．分析内容 

  分析項目は、「第２期データヘルス計画」に記載があるもの、および「同計画 中間評価（令和２

年度）」に記載がある以下のものを基本とするが、適宜本市と協議を行うこと。 

（1）平均寿命・健康寿命（平均自立期間）の推移 

（2）医療および介護情報の分析（１人当たり医療費（年齢調整）、疾病分類別医療費、生活習慣病医

療費、主に生活習慣病を中心とした患者数、国保加入者の要介護状況等） 

（3）健診情報の分析（特定健診受診者数/率、健診結果等に基づく国保加入者の健康状況、特定保健

指導実施率、がん検診受診率等） 

（4）第２期計画最終評価および第３期計画策定に係る分析（特定健診等計画含む） 

・個別保健事業（中間評価様式に基づく）の実績・達成度の算出（アウトプット・アウトカム） 

・データの図式化（表・グラフ化）、その特徴の洗い出し（文章化） 

・次期計画立案に伴う新たな保健事業実施（企画）に向けての分析 

・令和６～１１年度の特定健診対象者数、特定保健指導対象者数の推計値の算出 

    ※個別保健事業の分析項目の詳細は別紙３-１のとおり 

分析方法は、受託者に於いて公衆衛生学的知見（学識経験者の意見を聴く）等を最大限活用すると

ともに本市と協議を行うこと。 

上記の分析結果に基づく追加分析、および上記に基づかない通常業務における各種データ分析は、

本市が提示する要件に従って速やかに分析結果を提供すること。 

 

【第２期データヘルス計画最終評価および第３期データヘルス計画策定の支援業務（いずれも特定健診等

計画を含む）】 

前項記載の「本市の対応方針（原則）」に沿い、支援を行う。 

１．最終評価・目標値設定等にかかる参考資料・コメントの提出 

  第 2 期計画の最終評価および第 3 期計画の目標値等の設定は、上記データ分析結果に基づき本市で

行う。 

本市がこれら評価・目標値設定等を行うに当たり、その妥当性・適切性について、本市の求めに応

じて随時データ分析に基づく参考資料・コメントを提出する。 

 

２．原稿の作成及び冊子のデザイン 

原稿の作成（受託者による上記データ分析および本市の評価・検討事項の草稿の取りまとめ）、お

よび冊子デザインを行う。 

 

３．留意事項 

・第 3 期データヘルス計画策定の支援に当たっては、＜標準化部分＞を担当する兵庫県指定事業者と

必要に応じて調整・協力を行うこと。なお、調整等行った場合はその都度本市に結果を報告するこ

と。 
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 ・先述のとおり、データヘルス計画の標準化については、県下統一の項目やひな型が令和 5 年 4 月以

降に兵庫県より提示・確定予定である。本業務委託の詳細はその内容を踏まえたものとなるため、

本市と協議の上、適宜対応すること。 

 

【納品】 

《仮納品》 

最終評価および計画策定にあたり、令和５年度中に「神戸市国民健康保険事業の運営に関する協議会

（本会および専門部会）※」にて、計画内容を神戸市国民健康保険加入者の代表者・学識経験者等に諮

る必要がある。 

 本協議会で審議する際に、その時点の計画案を示せるように資料調整を行い仮納品すること。 

 具体的な日程、資料内容等は契約締結後、神戸市より別途指示を行う。 

  

※「神戸市国民健康保険事業の運営に関する協議会」： 

神戸市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置 

令和５年度中に、データヘルス計画に関する審議を専門部会３回・本会１回で想定している。 

 

《最終納品》 

（１）納品物 

〇冊子「第３期 神戸市国民健康保険 保健事業実施計画（データヘルス計画）  

第 4 期 神戸市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施計画 

（令和 6 年度～令和 11 年度）」(Word 及び PDF) 

 

※冊子データの取り扱い 

・2 期最終評価にかかる記載を含むものとする。 

・データヘルス計画の標準化の確定内容に基づき、次の①②③のうち本市が指定する体裁による

こと。 

① ＜標準化部分＞と＜本市独自部分＞を１冊の冊子にまとめる。この場合、＜標準化部分

＞の原稿データは本市、もしくは＜標準化部分＞を担当する兵庫県指定事業者から提供

する。 

  ②＜標準化部分＞を担当する兵庫県指定事業者において＜標準化部分＞と＜本市独自部分

＞を１冊の冊子にまとめる場合、受託者は＜本市独自部分＞の原稿データを本市、もしく

は＜標準化部分＞を担当する兵庫県指定事業者へ提供する。 

  ③＜本市独自部分＞のみを 1 冊の冊子にまとめる。 

 

〇分析結果・評価報告書等一式（Excel 等） 

 

（２）納品場所   神戸市国保年金医療課 

（３）納品日    別途、本市が指定する日 
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別紙 3-1(個別保健事業分析項目) 

個別保健事業の分析項目（詳細） 

項目 分析内容 

１．特定健診の実施率向上対策                    

1-2 
セット健診の拡大 

【平成 27 年度】（特定健診） 

 

1-5 
インセンティブ付与事業 

【平成 29 年度】 

 

1-7 
ナッジ理論を活用した受診勧奨 

【令和 3 年度】 

 

1-8 健診自己負担金無料化【令和 3 年度】 
 

1-9 
24 時間 Web 予約システムの導入 

【令和 3 年度】 

 

２．特定保健指導の実施率向上対策 

2-1 
セット健診の拡大 

【平成 27 年度】（特定保健指導） 

 

2-2 
地域特性を踏まえた特定保健指導の

勧奨【平成 30 年度】 

 

2-3 
特定保健指導運用方法の改善（結果

説明会）【平成 30 年度】 

 

2-4 
特定保健指導運用方法の改善（初回

分割）【平成 30 年度】 

 

３．生活習慣病重症化予防対策 

3-1 要医療者受診勧奨【平成 27 年度】 
 

3-2 30 歳健康診査【平成 30 年度】 
 

3-3 
健康づくり・啓発事業（健康教室等）

【平成 30 年度】 

 

3-5 高血圧対策【令和２年度】 
 

 

４．人工透析予防対策 

4-1 
CKD（慢性腎臓病）対策事業 

【平成 25 年度】 
 

4-2 
糖尿病性腎症重症化予防事業（未治

療者対策）【平成 26 年度】 

 

個票更新 1-2 

個票更新 1-5 ※実施目標見直し 

個票更新 2-1 

個票更新 2-2 

個票更新 2-3 ※実施目標見直し 

個票更新 3-1 ※実施目標追加 

個票更新 3-2 ※実施目標見直し 

個票更新 3-3 ※実施目標見直し 

個票更新 4-1 

個票更新 4-2 

個票新規 

個票新規 

個票新規 

個票新規 

個票新規 

中間評価時の個票番号 
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4-3 
糖尿病性腎症重症化予防事業（治療

中断者対策）【平成 27 年度】 

 

4-5 
糖尿病治療中の者に対する療養支援

【令和２年度】 

 

５．重複多受診者・重複服薬者対策 

5 
重複多受診者・重複服薬者等訪問保

健指導【平成元年度】 

 

６．ジェネリック医薬品普及啓発 

6 
ジェネリック医薬品の普及啓発 

【平成 25 年度】 

 

７．地域包括ケアに係る取り組み 

7 
フレイルチェック【平成 29 年度】 

 

 

※分析内容等の詳細は、別途協議の上、決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個票更新 4-3 

個票更新 5 ※実施目標見直し 

個票更新 ６ ※実施目標見直し 

個票更新 1-6 ※実施目標見直し 

個票新規 
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別紙 3-2《令和６・７年度》 

【3-1】データヘルス計画に基づく保健事業の評価支援《令和６・７年度》 

１．業務概要 

令和５年度に策定した「第３期データヘルス計画」に基づき、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的・

効率的な保健事業を実施するために、保健事業に関する各種分析および年度事業評価の支援を行う。 

 

２．対象データ 

  【１】で構築した DB をもとに処理を行い、評価実施時点での最新のレセプトデータ、特定健診結

果データ等を用いる。 

 

３．分析内容 

  分析対象とする保健事業は、本市と協議を行うこと。また、本市が提示する要件に従って速やかに

分析結果を提供すること。 

 

４．保健事業実施・評価のためのデータ分析 

策定された計画に基づく事業の評価を行うため、各種データ分析を行う。分析内容、分析方法は、

受託者に於いて公衆衛生学的知見（学識経験者の意見を聴く）等を最大限活用するとともに本市と協

議を行うこと。 

 

５．納品 

（１）納品物 

分析結果等一式 

（２）納品場所 

   神戸市国保年金医療課 

（３）納品日 

   別途、本市が指定する日 
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別紙４ 

【４】GE 普及啓発に関する業務 

①GE 差額通知の作成と送付 

１．業務概要 

神戸市国民健康保険の被保険者が、本市が指定する診療月の調剤レセプトにおいて処方されている

医薬品を、最も効果額の低い GE に変更した場合に、自己負担額の軽減効果額が上位の人に対し、GE

の使用促進にかかる通知を行う。 

 

２．事前の分析 

効果的な送付対象者を把握するため、GE の使用状況等について次の分析を行う。 

（１）本市が送付した差額通知に関する効果の分析を市が指定する日までに行う。 

ア 送付済者リスト（保険者番号・被保険者証番号・氏名・性別・生年月日・削減可能額・住所・対

象医薬品名を記したリスト）を提供するので、そのリストをもとに効果の分析を行う。 

イ 対象レセプトは、適宜相談の上決定すること。 

ウ 通知対象者の追跡及び分析 

GE への変更を行ったかどうかの追跡及び分析を行い、削減額を算定する。 

エ 通知対象者全体の効果（通知対象外のレセプトは含まない。） 

GE へ変更を行った効果額・変更者数・変更薬品数を、以下の３点について分析・算定する。 

・通知送付月の翌月診療分のみの削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降当該年度分の削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降直近月までの削減効果 

オ 全レセプトにおける効果 

通知作成の有無に関わらず、GE への変更を行ったものに対する効果額・変更者数・変更薬品数

を、以下の３点について分析・算定する。 

・通知送付月の翌月診療分のみの削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降当該年度分の削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降直近月までの削減効果 

カ 一般名処方加算の有無による効果額の差異など、その他有用と思われる項目について分析・算定

して、提案すること。 

（２）実施年度送付分にかかる効果見込の分析・算定 

ア （１）の分析結果をもとに、差額通知を送付した際の削減効果見込を分析・算定する。 

イ 通知の対象とする診療月における被保険者の GE の使用状況（金額及び数量）を報告すること。 

（３）その他分析 

ア 薬効分類別に GE の使用割合（数量ベース及び金額ベース）を分析・算定する。 

イ その他、性別年齢別等の類型化等の分析を行い、効果的な通知の実施に資すると思われる対策等

を提案すること。 

ウ 上記以外の分析項目等の詳細は、本市と協議のうえ決定する。 

 

３．通知書の作成条件等 

（１）送付件数 
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１回につき送付する件数及び通知の実施回数等は、本市と協議のうえ決定する。 

※目安として１回あたり 10,000 件程度を想定。 

（２）送付時期 

本市と協議のうえ決定する。 ※目安として年１回を想定。 

（３）対象とする調剤レセプト 

   本市と協議のうえ決定する。 

※なお、２の（３）のイ、また後述の６の（３）において提案された内容によっては、送付時期

及び対象とする調剤レセプトは想定しているものから変更することもある。 

（４）対象者の選定条件 

対象者の選定は、以下の条件をもとに本市と協議のうえ決定する。条件の決定に際しては、GE

の使用割合を上げるものを優先して条件を取捨選択し、必要に応じて変更をすること。 

ア 先発医薬品から変更した際に、最も効果額の低い GE を対象とする。 

イ 自己負担額の軽減効果額が上位のものについて通知を行う。 

ウ 医薬品の薬価基準コードを基にし、先発医薬品とGEの効能効果が異なる医薬品は対象外とする。 

エ GE の安定供給体制が整備されている製薬会社の医薬品に限る。 

オ 短期療養・精神疾患・がん治療・注射薬・その他医師から告知を受けていない可能性のある医薬

品等は通知対象外とする。（医科レセプトとの突合を行い、医薬品のみで通知対象を判断せず、

傷病名により判断する。） 

カ 公費対象者（任意の法別番号）を通知除外対象に設定する。 

キ 通知除外対象者のフラグが立っている被保険者は、通知書を作成しない。 

ク 院外処方分のみ対象とし、院内処方分は作成しない。 

ケ 通知対象年齢を設定する。（例：16 歳以上を対象とする等） 

コ 季節性（花粉症等）の医薬品を対象とした通知を行う。 

※他保険者での実績等から最も効果的と考えられる内容を提案する。 

サ 第三者レセプト（レセプトに特記事項あり）を通知対象外にする。 

シ 過去３年度連続して送付対象となった者は、通知対象外とする。 

（５）その他 

２（３）のイ、また後述の６（３）で提案されたことについて、本市と協議のうえ決定する。 

 

４．通知物の作成 

（１）GE に関する周知・啓発の記載を行うこと。 

（２）封書で送付すること。 

（３）両面カラー刷りで作成すること。（Ａ４以上の大きさとする。） 

（４）文言・デザインの修正変更ができること。 

（５）日本郵便所定のカスタマーバーコードを印字すること。 

（６）受託者において作成する専用封筒に封入封緘すること。 

（７）通知書には、住所・氏名・処方月・医療機関名・処方医薬品名・単価・薬品量・軽減効果額のほ

か、本市と協議の上、必要な事項を記載すること。 

（８）封入封緘物は、発送前にテスト納品を行うこと。 

（９）その他、通知物の作成について必要なことは、本市と協議のうえ決定する。 
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５．送付対象者リスト等の作成 

（１）問合せ等に対応するため、通知書の送付対象者リストをエクセル等の容易に検索できる形式のデ

ータを作成すること。（通知回ごとに通知書発送前に納品すること） 

＜表示項目＞ 

    保険者番号・被保険者証番号・氏名・性別・生年月日・住所・削減可能額等 

（２）問合せ等に対応するため、個々の送付内容が明確、詳細に分かるデータを作成すること。 

＜表示項目＞ 

    保険者番号・被保険者証番号・氏名・性別・生年月日・住所・削減可能額・ 

 調剤月・調剤薬局・薬剤名・数量・自己負担額・軽減できる金額等 

 

６．効果分析・評価 

（１）通知送付後の効果額の分析・算定を次のア～ウのとおり行う。 

ア 通知対象者の追跡分析 

通知対象者について、GE への変更を行ったかどうかの追跡分析を行い、削減額を算定する。 

イ 通知対象者全体の効果額（通知対象外の人のレセプトは含まない。） 

通知対象者について、GE への変更を行ったものに対する効果額・変更者数・変更薬品数を、以

下の３点について分析・算定する。 

・通知送付月の翌月診療分のみの削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降当該年度分の削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降直近月までの削減効果 

ウ 全レセプトにおける効果額 

通知作成の有無に関わらず、GE への変更を行ったものに対する効果額・変更者数・変更薬品数

を、以下の３点について分析・算定する。 

・通知送付月の翌月診療分のみの削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降当該年度分の削減効果 

・通知送付月の翌月診療分以降直近月までの削減効果 

（２）一般名処方加算の有無による効果額の差異等、有用と思われる項目を分析・算定する。 

（３）その他、効果の分析結果に基づき、効果的な通知の実施に資すると思われる対策等について提案

すること。 

 

７．納品 

（１）納品物 

ア 事前分析資料 

イ 通知書のテスト納品 

ウ GE 差額通知（封緘済）及びミスプリント分通知書 

エ GE 差額通知及び封筒のサンプル（10～20 部程度） 

オ 送付対象者リスト（エクセル等、容易に検索できる形式とする。） 

カ 通知内容のわかるデータ（ＰＤＦ等、容易に照会できる形式とする。） 

キ 各種効果額算定資料 

（２）郵便料金 

郵便料金は、GE 差額通知の実際の通知枚数に応じて実費精算とすること。また、郵便料金の確
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証として、郵便局の領収証書を本市へ提出すること。 

（３）納品場所 

神戸市国保年金医療課 

ただし、上記ウの封緘済の通知書は、本市が指定する日に指定する郵便局へ持ち込むこと。 

（４）納品日 

別途、本市が指定する日。 

 

②コールセンターの設置 

１．業務の概要 

差額通知の問い合わせに対応するため、受託者はコールセンターを設けて対応すること。 

 

２．業務内容等 

（１）GE に関する知識を有する専門スタッフ（薬剤師等）が問合せに対応すること。 

（２）業務量を勘案した上で、繁閑に応じて必要な人員を適正かつ柔軟に配置し、業務を最も効率的に

実施できる体制を整備すること。 

（３）差額通知及び薬局への啓発文書を発送した後、ただちに業務を開始すること。 

（４）開設時間は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の９時～17 時に準じること。 

（５）フリーダイヤルで設置すること。 

（６）差額通知文書にコールセンターの電話番号を掲載すること。 

（７）事前に本市と協議のうえ、問い合わせの内容に対する応対方法等をマニュアル化し、それに従っ

て応対をすること。 

 

３．報告 

問合せ内容（日時・対応時間・回答内容等）及び件数について報告書を作成して、本市が指定する

日までに提出すること。 
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別紙５ 

【５】重複服薬等対策に関する業務 

 １．業務内容 

（１）データ分析及び通知対象者リストの作成 

ア レセプトデータの分析 

本市が保有する以下の電子レセプト情報等を分析すること。 

＊医科入院外（投薬のみ）及び調剤に係る電子レセプト情報【ＣＳＶ形式】 

※診療月は、別途指示を行う。 

  ＊被保険者マスタ【ＣＳＶ形式】 

イ 通知対象者リストの作成及び提出 

レセプトデータ等を用い、本市の指定する条件により重複服薬・多剤服薬対象者を特定し、通知

対象者およびその数を抽出し、対象者ごとの服薬状況等のリストを作成し、本市へ提出する。 

     

（２）通知物作成・発送等業務 

ア 通知物の作成・校正及び印刷・発送 

  通知物は圧着ハガキ仕様とする。通知文書は、お薬手帳の活用等を促すことに加え、対象者の服薬

内容を印字し薬局や医療機関への相談を促す内容とする。文書の原稿は、本市の確認をとり、必要に

応じて校正を行うこと。 

  また、通知物は重複服薬者用、多剤服薬者用とする。通知物のデザインは毎年度本市と相談するこ

と（参考：令和 4 年度は①重複（初該当）、②重複（前年度該当有り）、③多剤の 3 種類を作成）。   

通知文書校了後に、重複服薬者・多剤服薬者のどちらに該当するか判別したうえで、通知対象者に

応じたものを印刷し、送付する。 

イ ヘルプデスクの設置 

  本事業の通知対象者からの問合せに対応するため、通知後１ヶ月間、専用の電話番号を設けたヘル

プデスクを設置すること。 

 

（３）通知物の効果分析 

   通知物発送前後の通知対象者のレセプトデータにより、重複服薬・多剤服薬の改善状況を分析し、

報告書を本市へ提出する。評価実施時期は本市と協議を行うこと。 

 

２． 納品物一覧 

納品物 納品形態 

１．業務実施計画書および実施スケジュール 紙面 

２．通知対象者リスト Excel データ 

３．通知物サンプル 紙面、PDF データ 

４．各種統計情報等 紙面および Excel データ 

 

３． 検収方法 

「２． 納品物一覧」にある納品物を検査する。 

検査において指摘があった場合には、本市の指示に従い、適切な処置を施すこと。 
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別紙６ 

【６】生活習慣病重症化予防の医療機関受診勧奨に関する業務 

１． 業務内容 

特定健診の結果、糖尿病性腎症・CKD・高血圧等生活習慣病の重症化のおそれがある国保加入

者のうち、比較的軽度な対象者に対して、文書による受診勧奨及び生活習慣病重症化予防の啓発

を行う。 

 

（１）データ分析及び通知対象者リストの作成 

 ア レセプトデータの分析 

対象者選定のため、生活習慣病の重複リスクの保有状況や人数を分析すること。 

分析には、本市が保有する以下の電子レセプト情報等を用いること。 

＊特定健診の結果、医科入院外及び調剤に係る電子レセプト情報、被保険者マスタ 等 

イ 対象者リストの作成及び提出 

本市の指定する条件により通知対象者を抽出し、重症化リスク別に記載したリストを作成し、本

市へ提出する。なお、対象者の定義は次のとおりとする。 

・令和 4 年度の特定健診受診者のうち次の条件に該当し、健診後 3～4 か月の間に受診の無い者 

（ア）HbA1c 6.5～6.9％の者（Ⅱ度以上の高血圧者または eGFR60 未満の者を除く） 

（イ）eGFR45.0～59.9 かつ尿蛋白±以下の者、eGFR60 以上かつ尿蛋白＋以上の者 

（ウ）Ⅰ度高血圧者かつ eGFR45.0～59.9 、Ⅰ度高血圧者かつ尿蛋白＋以上 

＊上記重症化リスクを複数有する対象者は、糖尿病、慢性腎臓病、高血圧症の優先順で通知 

内容を決定する。 

 ウ 送付対象者リスト等の作成 

・問合せに対応するため、通知書の送付対象者リストをエクセル等の容易に検索できる形式のデ

ータを作成すること。（通知回ごとに、別途指定する期日までにすること） 

＜表示項目＞ 

    通知書種別・保険者番号・被保険者証番号・氏名・性別・生年月日・住所・健診結果（HbA1c・

eGFR・尿蛋白・収縮期血圧・拡張期血圧） 

  

（２）通知物デザイン・データ作成業務 

 ア 通知書に健診結果に係わる情報提供、病態に関する啓発等の記載を行うこと。内容は本市と協議

のうえ作成すること。 

イ 圧着ハガキ様式で送付すること。 

ウ 両面カラー刷りで作成すること。 

エ 校正は、必要回数行うこと。文言・デザインの修正変更ができること。 

オ 事前にテスト納品を行うこと。 

カ その他、通知物の作成について必要なことは、本市と協議のうえ決定する 

 

（３）通知物の発送 

（１）で抽出された対象者に対して、重複リスクの種類に応じたハガキを発送する 
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（４）コールセンター業務 

 ア 業務の概要 

加入者からの問い合わせに対応するため、受託者はコールセンターを設けて対応すること。 

イ 業務内容等 

・生活習慣病の重症化予防に関する知識を有する専門スタッフが問合せに対応すること。 

・電話回線を十分に保有し、問合せが集中するピーク時にも対応できること。 

・通知文書を発送した後、ただちに業務を開始すること。 

・開設時間は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の９時～１７時に準じること。 

・フリーダイヤルで設置すること。 

・通知文書にコールセンターの電話番号を掲載すること。 

・事前に本市と協議のうえ、問い合わせの内容に対する応対の仕方等をまとめて、それに従って応

対をすること。 

ウ 報告 

問合せ内容（日時・対応時間・回答内容等）及び件数について報告書を作成して、本市が指定する

日までに提出すること。 

 

２．通知文書送付後の効果分析 

（１）通知送付後の効果分析を次のとおり行う。 

 通知対象者の追跡分析 

通知群・非通知群、それぞれの受診の有無を確認し、受診率を比較検証する。 

 

３． 納品物一覧 

納品物 納品形態 

１．通知対象者リスト Excel データ 

２．通知物サンプル 紙面、PDF データ 

３．コールセンター対応記録 Excel データ 

４．通知後受診確認結果 Excel データ 

５．効果検証レポート Excel データ 

 

４． 検収方法 

「３． 納品物一覧」にある納品物を検査する。 

検査において指摘があった場合には、本市の指示に従い、適切な処置を施すこと。 

 


