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仕 様 書 

 

１ 委託業務名 

  ジェネリック医薬品差額通知書業務委託（総価契約） 

 

２ 業務の目的 

  ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、先発医薬品との自己負担額の差額が大きい被保険者を 

対象として、ジェネリック医薬品を利用した場合の自己負担額の軽減可能額を通知するとともに、 

通知後の効果を検証することで、被保険者の医療費負担の軽減ひいては、国民健康保険における医 

療費の適正化を図るものである。 

 

３ 履行場所 

  岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 岡山市保健福祉会館他 

 

４ 作業場所 

  業務に着手する前にあらかじめ岡山市に届け出て、了承を受けること。 

 

５ 履行期間 

  契約締結の日から令和 4年 3月 1日まで 

 

６ 業務の内容 

 Ⅰ．レセプトのデータ化 

（１）使用するデータ 

データの受け渡し方法は、電子媒体での手渡しとする。 

  ① 被保険者データ 

    ・本市の国保システムから抽出したＣＳＶ形式のデータを提供する。 

・提供する被保険者データの文字コードは Unicode（UTF-8）とする。 

・提供データ内の外字（以下、「外字」という）については、全て印字出力が可能なこと。 

    ・本市で使用する外字の印字出力に対応するため、windows 用の外字データを本市が提供す

るものとする。 

    ・発送月初に提供する被保険者データにて、通知書を作成すること。 

     （必要があれば発送前月に被保険者データを渡すことも可とするが、通知書は発送月初に

改めて提供する被保険者データが反映されたものを作成すること） 

項番 項目名 属性 内容 

 １ 郵便番号 数字 郵便番号７桁（ハイフンなし） 

 ２ 現住所 文字列 文字数に応じてデータあり 

 ３ 現住所番地 文字列  

 ４ 現住所方書 文字列  

 ５ 氏名漢字 文字列  

 ６ 氏名カナ 文字列 半角カナ 
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 ７ 本扶区分 数字 1:退職本人、2:退職扶養、3:退職本人

非該当、４：退職扶養非該当 

 ８ 保険証番号 文字列 ７桁  

 ９ 生年月日 数字 西暦の８桁  

１０ 性別区分 数字 １:男、2：女、 

１１ 取得異動年月日 数字 西暦の８桁 

１２ 個人番号 文字列 １０桁 

１３ 国保資格区分 数字 1:普通世帯主 2:擬制世帯主 3:被保険

者 4:喪失者 5:死亡者 

 

   ② 医科、調剤のレセ電コード情報ファイル CSVデータ 

     厚生労働省が規定する「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」に

則ったもの。 

   ③ 通知除外対象者リスト（CSVデータ、もしくはエクセルデータ） 

 （２）データベースの構築 

    （１）①及び②のデータを元に診療記録データベースを構築する。このデータベースはレセプ

トに記載された全ての傷病名と診療行為（薬剤、検査、手術、処置、指導料など）を正しく結

びつけ、傷病名ごとの医療費を算出した精度の高いデータベースとすること。 

 Ⅱ．ジェネリック医薬品差額通知書作成 

（１）ジェネリック医薬品の選定基準は以下のとおりとすること。 

   ① 医薬品の薬価基準コード及び添付文書に基づいて、次の医薬品は除外すること。 

・薬事法第 67条に規定する医薬品及び精神疾患を推測する医薬品 

・先発医薬品とジェネリック医薬品の効能効果が異なる医薬品 

   ② 先発医薬品と剤形や規格単位が一致するものに限ること。 

   ③ 安定供給体制が整備されており、ジェネリック医薬品の規格取り揃え等に障害のない製薬

会社の医薬品に限ること。 

 

 （２）差額通知の対象者及び回数は以下のとおりとすること。 

   1 回目 Ⅰにより作成したデータから、Ⅱ（１）を満たすオーソライズドジェネリック医薬品

に切り替えた場合の差額の上位 5,500人を抽出し令和 3年 8月に通知すること。 

    また 5,500人に達しない場合は、通常のジェネリック医薬品に切り替えた場合の上位を抽出

し、オーソライズドジェネリックとの合計で 5,500人となるようにすること。 

   2 回目 Ⅰにより作成したデータから、Ⅱ（１）を満たすオーソライズドジェネリック医薬品

に切り替えた場合の差額の上位 1,500人を抽出し令和 3年 10月に通知すること。 

    また 1,500人に達しない場合は、通常のジェネリック医薬品に切り替えた場合の上位を抽出

し、オーソライズドジェネリックとの合計で 1,500人となるようにすること。 

    ・差額は 50円以上で抽出することとし、件数が条件に満たない場合は事前に岡山市と協議す

ること。 

    ・令和 3年 4月 1日時点で 18歳以上かつ送付月の翌月時点で 74歳以下の被保険者とする。 

    ・被保険者１人あたりの通知回数は、同一年度において 1回とする。 

 （３）通知書の仕様 
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   ① 通知書への記載事項 

    ・住所（送付欄） 

    ・被保険者氏名 

    ・カスタマーバーコード 

    ・受託者が設定する管理用の連番（以下、「管理番号」という。） 

    ・処方時期（〇年〇月分） 

    ・処方されている先発医薬品に係る薬品名、単価、数量、単位及び薬代（自己負担額）・負担

割合 

    ・ジェネリック医薬品に切り替えることで軽減できる最低差額及び合計額（最高額の表示は

不要） 

    ・ジェネリック医薬品に関する次の情報 

     ア．ジェネリック医薬品の効果、安全性、費用等についての説明 

     イ．ジェネリック医薬品の処方までの流れ 

     ウ．日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会のホームページの紹介 

     エ．オーソライズドジェネリックの紹介 

   ② 通知書の形状 

     通知書は、カラー刷りで、レイアウトについては、事前に岡山市と協議すること。 

 （４）封筒の仕様 

   ① 負担区分  封筒は、受託者が準備すること。 

   ② 寸  法  定形郵便物のサイズであること。 

   ③ エンボス  右下位置に市章のエンボス処理を施すこと。形状の見本は、国保年金課へ問

い合わせること。 

   ④ 郵送区分  「郵便区内特別」の表記があるものとないものを使用すること。 

 （５）封入封緘 

   ① 重  量  1通についての総重量は、25ｇ以下とする。 

② 抜取作業  通知除外対象者リストを CSV もしくはエクセルデータにより抜き取ること。 

   ③ 同 封 物 

    ・岡山市の提案に基づく A4判１枚のリーフレットを、２種類（オーソライズドジェネリック

用、通常のジェネリック医薬品用）受託者が作成し同封すること。 

・リーフレットの原稿案については、送付月の前月の 10日までに岡山市へ提出すること。ま

た、岡山市へ提出後に、校正を要すること。 

    ・岡山市が作成する A4判１枚の案内文書を同封すること。この案内文書は岡山市又は受託者

が準備をする。 

   ④ 封入封緘 

    ・被保険者ごとに封入すること。 

    ・封入物がもれなく入っているかどうかの確認をするため、封入封緘封筒の厚み検査を行う

こと。 

    ・作業履歴の把握をするため、作業工程のカメラ撮影や作業履歴の記録をすること。 

    ・郵便番号が 700、701-01、701-11及び 701-21で始まるものについては、「郵便区内特別」

表記の封筒を使用すること。 

   ⑤ 検  証 
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・作業終了後、区内特別郵便及びそれ以外ごとの通数を確認し、速やかに岡山市に報告する

こと。 

   ⑥ 納  品 

    ・納品の際は、郵便番号が 700、701-01、701-11及び 701-21で始まるものとそれ以外で分類

し、管理番号順に並べそれぞれ、50通ごとに結束すること。また、岡山市が指定する箱に

入れて納品すること。 

    ・送付発送日の前日（土日祝は除く）までに納品するものとし、納品日時についてはその都

度岡山市と打ち合わせの上、決定すること。 

    ・通知書送付リスト及び通知書のデータを、送付発送日の４日前（土日祝は除く）までに納

品すること。 

 （６）その他 

・Ⅱ（２）で抽出した差額通知対象予定者のリスト（エクセルデータ）を、各送付月の上旬

までに岡山市へ提出すること。 

・1回目と 2回目についてテスト版 10セット程度（数量には含まない。）を岡山市へ提出し、

岡山市が内容確認後に完成版を作成すること。 

 

 Ⅲ．サポートデスクの設置（電話相談対応業務） 

 （１）個人情報は取り扱わず、ジェネリック医薬品についての一般的な質問に対応すること。 

 （２）ジェネリック医薬品について熟知した相談員が対応すること。 

 （３）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。 

 （４）実績のあるＱ＆Ａを整備していること。 

 （５）通知書発送後、直ちに業務を開始し、履行期間の終期まで継続して対応を行うこと。 

   ※通知書を発送するまでに電話受付業務ができるよう体制を整えること。 

 （６）サポートデスクで受け付けた内容について、前月分の問合せ内容及び件数を一覧にし、当月、

岡山市へ報告すること。 

 

 Ⅳ．薬剤費削減効果報告書の作成 

 （１）1回目、2回目で差額通知した被保険者について、送付月のレセプト（Ⅰでデータ化したレセ

プト）と、発送翌月のレセプトの内容を突合し、ジェネリック医薬品に切り替えたケースを対

象に薬剤費の削減効果額を集計すること。 

   また、オーソライズドジェネリックと通常のジェネリック通知書のそれぞれを集計したうえで、

合計も集計すること。 

 （２）入院中や、注射剤をジェネリック医薬品に切り替えている場合は、削減効果として算定しな

いこと。 

（３）令和 3 年 1 月に差額通知した被保険者（1,500 通発送）についても上記（１）及び（２）の

要領で薬剤費の削減効果額を集計すること。ただし、令和 2年 2月～4 月のレセプトと令和 3

年 2月～4月の 3か月のレセプトの内容を突合し、集計すること。なお、この差額通知は通常

のジェネリック通知書のみとなる。集計に必要なデータは、岡山市が提供する。 

  

 Ⅴ．レセプト情報分析資料の提供 

   レセプトデータの個人情報にあたる部分を除いたデータを活用し、診療月ごとに以下の統計情 
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報を作成し、提供すること。 

 （１）基礎統計：被保険者数、レセプト件数（医科、調剤）、レセプト総合計金額、総受診患者数及

び平均医療費 

 （２）疾病統計：傷病ごとの医療費及び合計額 

（３） ジェネリック医薬品普及統計：薬効分類ごとのジェネリック医薬品処方実績（件数・処方率・

金額・軽減可能額） 

（４）ジェネリック医薬品使用状況の年齢階層別統計：数量ベース普及率、軽減可能金額 

（５）重複投薬統計：同月に同一薬効の医薬品を複数の医療機関から処方されており、投薬期間が

重複している重複投薬状況（対象者数・件数・金額・軽減可能額） 

 （６）その他：受託者が提案する有用と思われる事項 

 

７ 個人情報の取扱い 

（１）本業務における個人情報記録媒体搬送責任者、目的物搬送責任者、機械操作責任者、データ保

管責任者等、各部門（統括）責任者を定め、情報記録媒体の保管管理及び個人データに係る業務

を行う場所に関する入退管理を定めた社内の管理体制と併せて、岡山市へ事前に文書で提出する

こと。 

（２）別紙「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。 

（３）各種データのうち、個人情報に係るものの受渡しについては、岡山市役所保健福祉会館 9階国

保年金課において、媒体を手渡しする。 

※セキュリティ輸送を用いる場合は別途岡山市と相談すること。 

 

８ 委託業務に係る作成予定数量、履行時期及び納品場所 

（１）レセプト件数概算 

 180,000 件／月 

（２）通知日程及び予定通数 

① 1回目通知：令和 3年  8月下旬 5,500通 

② 2回目通知：令和 3年 10月下旬 1,500通 

 ①②の具体的な発送日は、岡山市と打合せの上、決定すること。 

（３）薬剤費削減効果報告書の納入期限 

   令和 3年 1月通知に係る効果報告  ：令和 3年 7月 30日（金） 

1回目の通知に係る効果報告     ：令和 3年 12月 24日（金） 

2回目の通知に係る効果報告     ：令和 4年  2月 24日（木） 

 

（４）納品場所 

   岡山市保健福祉会館９階 岡山市保健福祉局保健福祉部国保年金課 

 

９ その他 

（１）レセプトデータ件数又は通知件数の実績数量と、予定数量との差が 20%を超えた場合は、変更

契約を締結するものとする。 

（２）作業により生じた成果物の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は岡

山市に帰属する。 
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（３）委託料については、全ての業務完了後、受託者から提出された完了通知書を受け、岡山市が委

託の完了を確認・検査後に支払うものとする。 

（４）仕様書に記載がない事項については、岡山市と協議すること。 


