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（別紙１） 

仕 様 書 

 

１ 目  的 

  はり・きゅう、あん摩・マッサージ及び柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等を行い、大阪府後

期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」という。）の療養費適正化を図るとともに被保険者及び施術者

等に療養費の正しい知識の普及・啓発を図る。 

 

２ 業務概要 

(１)  はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術療養費支給申請書（以下、「はり・きゅう等申請書」とい

う。）及び柔道整復施術療養費支給申請書（以下「柔整申請書」という。）の画像検索データ化 

(２) はり・きゅう等申請書の内容点検及び文書照会業務 

(３) 柔整申請書（事後点検分）の内容点検及び文書照会業務 

(４) 柔整申請書（事前点検分）の内容点検及び文書照会業務 

(５) はり・きゅう等申請書及び柔整申請書の写しの抽出及び印刷業務 

 

３ 委託業務内容 

(１) 支給申請書画像検索データ化業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア はり・きゅう等申請書画像検索データ化業務 

対象とする申請書 

令和５年２月審査分～令和６年１月審査分（全件） 

業務内容 

毎月ごとにはり・きゅう等申請書の画像検索データを作成し、広域連合に納品するとともに、受託

者は、本データにより、内容点検及び文書照会業務の際のはり・きゅう等申請書の点検を行う。 

① 毎月８～10 日頃、広域連合から受託者に前月審査分の画像データ及びパンチデータを提供する。 

② 受託者は広域連合から提供するはり・きゅう等申請書パンチデータ項目と下記Ａのパンチデータ

項目を作成し、画像データとマッチング（被保険者番号、施術年月、10桁の登録番号を入力した

ら申請書画像データが検索できるように）した画像検索データを①の翌月末日頃までに納品する。

なお、納品するデータ及び表示用ソフトウェア等は、広域連合の使用機器（下記Ｂ）で使用でき

るもの、かつ契約期間終了後も引き続き使用できるものとすること。（広域連合内の別のパソコン

へのシステム移行を含む） 

 

種別 対象期間 画像データの作成 

下記Ａのパンチ作業と検索

システムへの画像データ納

品 

受領委任分 

※はり・きゅう

等申請書及び柔

整申請書 

令和５年２月～令

和６年１月審査 

審査月の翌月に広域

連合より画像データ

を提供する。 

※2 月審査分につい

ては、令和５年４月に

データ提供します。 

審査月の翌々月末まで 

※2 月審査分は令和５年

５月末まで 
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③ 表示用ソフトウェア等は、広域連合の使用機器が更改された後も使用できるよう、インストール

用ソフト及びインストールマニュアル等を別に納品すること。 

 

Ａ 広域連合から提供する項目以外の追加パンチ項目 

○傷病名  ○往療の有無  ○同意記録欄の同意年月日 

○同意書添付の有無（有りの場合は同意書の同意日もパンチ） ○施術報告書添付の有無 

○施術報告書交付料算定の有無（有りの場合は前回支給年月日もパンチ） 

 

イ 柔整申請書画像検索データ化業務   

対象とする申請書 

令和５年２月審査分～令和６年１月審査分（全件） 

業務内容 

毎月ごとに柔整申請書の画像検索データを作成し、広域連合に納品するとともに、受託者は本デー

タにより、内容点検及び文書照会業務の際の柔整申請書の点検を行う。 

① 毎月８～10日頃、広域連合から受託者に前月審査分の柔整申請書スキャニングデータ及びパンチ

データを提供する。 

② 受託者は①の翌月末までに広域連合から提供する柔整申請書パンチデータ項目と往療の有無を含

んだ追加パンチデータ項目（提案内容による）を作成し、画像データとマッチング（被保険者番

号、施術年月、10桁の登録番号を入力したら申請書画像データが検索できるように）した画像検

索データを①の翌月末日頃までに納品する。なお、納品するデータ及び表示用ソフトウェア等は、

広域連合の使用機器（下記Ｂ）で使用できるもの、かつ契約期間終了後も引き続き使用できるも

のとすること。（広域連合内の別のパソコンへのシステム移行を含む） 

③ 表示用ソフトウェア等は、広域連合の使用機器が更改された後も使用できるよう、インストール

用ソフト及びインストールマニュアル等を別に納品すること。 

 

Ｂ 広域連合使用のパソコンの諸元 

CPU Intel Core i3 1125G4   

OS Windows11Pro ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 21H2（OS ﾋﾞﾙﾄﾞ 22000.856）  メモリ 8GB  

※当該パソコンは個人情報保護を目的にインターネットや外部ネットワークへの接続を不可と

しているため、表示用ソフトウェア等のインストールは、広域連合内でインターネットに接続

せずに実施すること。 

 

(２) はり・きゅう等申請書の内容点検及び文書照会業務 

下の表は次の(３)にも対応している。 

別添資料２－①の工程を参考に以下の業務を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

※12月審査及び 1月審査分については、内容点検及び文書照会業務は行わない。 

種別 対象期間 内容点検 文書内容 

受領委任分 

※はり・きゅ

う等申請書及

び柔整申請書 

令和５年２月～ 

令和５年 11 月

審査 

審査月の２か月後ま

でに点検結果を報告

（①） 

審査月の３か月後中

旬に発送し（②③）、そ

の翌月末までに④⑤

を完了 
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①  本仕様書３の（１）のアの②で画像データ納品と同月（審査月の２か月後）に柔整との往療料の

重複請求、往療距離、初検料の重複請求、医科レセプトとの突合による併給や入院中施術、医師の

再同意書（マッサージについては往療に関する同意を含む）、施術報告書の添付及びその交付料等

の内容点検を直近６か月分の縦覧点検による方法も含んで行う。 

② ①の翌月上旬に、広域連合の指定した基準に基づき、内容点検で疑義があったもの及び文書照会

対象に該当する申請書を抽出し、広域連合からの提供データと受託者の作成した照会文書に係る被

保険者情報と施術所情報等に誤りがないか全件突合チェックを行い、広域連合に発送リストを電子

データにて文書照会発送日の１週間前までに納品する。 

③  ②の結果を受けて広域連合の指示した申請書については、①の翌月中旬に文書照会（本仕様書項

番４を参照）を行う。文書照会の発送業務については、年間 24,000件（柔整申請書（事後点検分）

に対する照会文書を含む）を契約期間内でなるべく平準化して実施すること。 

④ 文書照会回答の結果を広域連合に文書と電子データにて報告する。 

⑤ ①～④の点検結果により広域連合が返還金対象とした申請書については施術者に電話連絡を行い、

その結果を広域連合に文書と電子データにて報告すること。 

⑥ 令和５年１月以前の審査分については、広域連合から申請書コピー及び照会文書作成用データの

提供があった場合、当該文書照会を行い、③④⑤に定める作業を行うこと。 

 

(３) 柔整申請書（事後点検分）の内容点検及び文書照会業務 

 ※事後点検とは、国保連合会で受付・審査・支払い後、保険者で内容点検を行う審査方式のこと。 

別添資料２―②の工程を参考に以下の業務を行うこと。 

①  本仕様書３の（１）のイ②で作成した画像検索データ納品と同月（審査月の２か月後）にはり・

きゅう、マッサージとの往療料の重複請求、傷病名、治療部位、署名、負傷原因の記載有無、往療

距離、入院中施術等の内容点検を直近６か月分の縦覧点検による方法も含んで行う。 

② ①の翌月上旬に、広域連合の指定した基準に基づき、内容点検で疑義があったもの及び文書照会

対象に該当する申請書を抽出し、広域連合からの提供データと受託者の作成した照会文書に係る被

保険者情報と施術所情報等に誤りがないか全件突合チェックを行い、広域連合に発送リストを    

電子データにて文書照会発送日の１週間前までに納品する。 

③ ②の結果を受けて広域連合の指示した申請書については、①の翌月中旬に文書照会（本仕様書項

番４を参照）を行う。文書照会の発送業務については、年間 24,000件（はり・きゅう等申請書に対

する照会文書を含む）を契約期間内でなるべく平準化して実施すること。 

④ 文書照会回答の結果を広域連合に文書と電子データにて報告する。 

⑤ ①～④の点検結果により広域連合が返戻対象とした申請書については施術者に電話連絡を行い、

その結果を広域連合に文書と電子データにて報告すること。 

⑥ 令和５年１月以前の審査分については、広域連合から申請書コピー及び照会文書作成用データの

提供があった場合、当該文書照会を行い、③④⑤に定める作業を行うこと。 

 

 

(４) 柔整申請書（事前点検分）の内容点検及び文書照会業務 

※事前点検とは、国保連合会で受付・審査後、施術者へ支払う前に保険者で内容点検を行う審査方式の

こと。 

別添資料２－③の工程を参考に以下の業務を行うこと。 
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①  仕様書３の（１）のイ②で作成した画像検索データ納品と同月（審査月の２か月後）にはり・き

ゅう、マッサージとの往療料の重複請求、傷病名、治療部位、署名、負傷原因の記載有無、往療距

離、入院中施術等の内容点検を直近６か月分の縦覧点検による方法も含んで行う。 

② 事前点検分の申請書について、広域連合からの提供データと受託者の作成した照会文書に係る被

保険者情報と施術所情報等に誤りがないか全件突合チェックを行い、①の翌月中旬に文書照会（本

仕様書項番４を参照）を行う。文書照会の発送業務については、毎月新規で請求された申請書のう

ち、返戻処理の申請書を除き、全件文書照会を行う。（年間 6,000件程度） 

③ 文書照会回答の疑義内容等について、広域連合の指示に基づき、施術者等に電話照会を行い、広

域連合に結果を報告する。 

④ ①～③の点検結果により広域連合が返戻対象とした申請書については施術者に電話連絡を行い、

その結果を広域連合に文書と電子データにて報告し、返戻を決定した申請書の写しと別添資料３の

専用付箋（広域連合が指定した返戻文言を記載）を作成し広域連合に引き渡す。 

④  令和５年１月以前の審査分については、広域連合から申請書コピー及び照会文書の提供があった

場合、当該文書照会を行い、②③④に定める作業を行うこと。 

⑤  令和６年１月審査分については、契約期間内に、その内容点検を行ったうえ申請書コピー抽出

及び照会文書作成を行い、広域連合に納品すること。（発送業務については令和６年度の委託業者

が行う。） 

 

 (５) はり・きゅう等申請書及び柔整申請書の写しの抽出印刷業務（年１回 10月頃） 

  広域連合の指示により、仕様書３の（１）で画像データ化した指定審査月のはり・きゅう等申請書及び

柔整申請書について、広域連合の指示する件数ごとに選択した画像データを、申請書のみ(同意書等の付属

書類は除く)で抽出・印刷し、指定審査月の翌々月 10日までに納品すること。 

 

 (令和４年度実績        9月審査分はり・きゅう等申請書 10件に 1件 抽出件数：3,950件 

  ※同年 11月 10日までに納品 9月審査分柔整申請書      50件に 1件 抽出件数：1,652件) 

 

 

対象期間 令和５年２月審査 ～ 令和６年１月審査 

Ａのパンチ作業と

検索システムへの

画像データ納品 

４月末まで ～ 翌年３月末まで 

文書照会 5月中旬 

※令和５年 1 月審査分

については、令和４年

度の委託業者が作成し

た照会文書を４月末ま

でに発送し、下記②③

④に定める作業を行

う。 

～ 3 月中旬までに照会文

書と申請書コピーを納

品し、発送業務以降は

令和６年度の委託業者

が行う。 
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４ 文書照会について 

文書照会とは、以下の内容により被保険者等に施術内容の照会を行うことをいう。 

(１) 件数  

  年間 24,000件（事前審査分以外）※事前審査分は 500件程度/月（12回） 

はり・きゅう等申請書に対する文書照会 原則 1,200件/月（10回） 

柔整申請書に対する文書照会 事後審査 原則 1,200件/月（10回） 

(２) 文書照会の内容  

広域連合と受託者が内容を協議し、常時変更することができる。 

(３) 同封物 

被保険者向けの文書照会には、療養費支給申請に係る啓発文書を同封する。同封物の内容は広域連合

と受託者で協議の上、決定し問題等が生じたら内容を見直すことができる。 

(４) 発送、回収及びデータ化 

文書照会の封入・封緘、発送は受託者が行い、回答は広域連合あてとし、受託者は回答を広域連合か

ら回収、とりまとめを行う。 

(５) 被保険者からの問い合わせ対応及び施術者への電話照会 

・専用電話（下記※参照）により文書照会に対する被保険者からの問い合わせ対応を行う。 

・広域連合の指示に基づき、文書照会回答の疑義内容等について、施術者等に電話照会を行う。 

 

※専用電話による問い合わせ対応について 

・開設時間等 

月曜日から金曜日の９時から 17時までとする。回線は着信課金とする。（土、日、祝日等広域連合の

閉庁日を除く。） 

・体制等 

電話不通とならないよう複数回線を確保し、常時複数人で対応する。なお、被保険者からの問い合わ

せによって新たな照会の必要が生じた場合は受託者で対応せず、広域連合に報告すること。 

 

(６) 回答文書をスキャンし、回答内容を追加パンチ入力した後、画像検索データとマッチング（各照会

項目ごとの疑義回答を抽出できるように）を行う。 

(７) 頻回受療・長期継続受療とならないよう、受療指導文書を送付。 

受療回数が多いなどの条件で広域連合が抽出した初回受療者を対象に、頻回受療・長期継続受療と な

らないよう受療指導文書を送付する。 

 

５ 成果物 

以下のものは本業務における成果物とし、毎月広域連合に原則としてデータで納品するとともに、成果

物の著作権、使用権限等は広域連合に帰属するものとする。 

・３の(１)の業務で作成・納品する画像検索データ一式 

・３の(２) (３) (４)の業務で実施した点検結果、疑義抽出結果、問い合わせ対応件数・内容、施術者（所）

等への連絡件数・内容及び点検結果等や問い合わせ内容及び傾向分析結果 

 

・３の(２) (３) (４)の業務で実施した文書照会の文書内容（封筒を含む）、照会・回答件数・内容及び回

答内容等の傾向分析 
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６ 委託業務の引継ぎ 

契約が終了する場合（契約解除により契約が終了した場合を含む。）、受託者は、広域連合の指示に基づ

き契約期間中に引継ぎ期間を設け、円滑に業務を引継ぐこと。 

 

７ 費用負担等 

(１) 業務の作業場所（以下「点検場所」という。）は受託者が用意するとともに、点検場所までの電子媒

体の搬送にかかる経費は受託者の負担とする。 

(２) 照会文書の作成にかかる経費（同封物、送付用・返信用封筒を含む）及び照会・問い合わせ対応に

かかる電話代は受託者の負担とする。 

(３) 照会文書の封入・封緘及び送付は受託者が行うが、送料は広域連合の負担とする。 

  （はり・きゅう等申請書及び柔整申請書（事後点検分）の照会文書については、広域連合が発行する 

料金後納郵便物差出票により委託業者が郵便局へ直接持ち込み、柔整申請書（事前点検分）について 

は、広域連合より直接発送する） 

 

８ セキュリティ管理等 

(１) 点検場所は原則として受託者の事務所内とし、広域連合へ片道概ね１時間以内で到着できる範囲内

に立地する場所とする。 

(２) 点検場所には原則として業務担当者以外は入室できないようにするとともに、ＩＣカード認証等に

より入退室を管理すること。 

(３) 点検場所は事前に広域連合職員の検査を受けて承認を得ること。受託期間中に点検場所を変更する

場合も同様とする。 

(４) 申請書の搬出入及び搬送には受託者の正規職員が同行すること。また、飛散、誤送、毀損、紛失等

が発生しないよう十分な対策を講じること。 

(５) 電子媒体の授受は、暗号化やパスワード設定等適切なセキュリティ対策を実施した上で、受託者の

正規職員が広域連合で直接授受し搬送すること。 

(６) 本業務以外の目的で申請書及びデータの複製を作成しないこと。また、ファックス及びデータの電 

子メールによる転送は一切行わないこと。 

(７) 本業務終了後は受託者側に残存するデータはすべて削除すること。 

(８) 委託者は必要があると認めるときは、受託者の業務処理状況について立入検査を実施する。 

(９) 本業務で個人情報を取り扱う事務については、情報流出を防ぐため、十分な工夫をすること。 

 

９ 業務上知り得た情報の秘密保持 

受託者及び業務従事者（直接、間接を問わず本業務にかかわる全ての者）は、業務上知り得た情報を第

三者に漏洩したり開示したりしてはならない。また、本業務遂行以外の目的に使用してはならない。これ

らのことは、本契約終了後においても同様とする。 

 

10 留意事項 

(１) 受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ広域連合の承諾を得た場合は、この限りではない。 

(２) 本仕様書に基づき締結される業務委託契約の内容が履行されない状況が生じた場合や、文書により

業務改善を通知したものが一定期間過ぎても改善が図られないとき、また、９に記載する情報の漏えい

等が発生した場合は、広域連合は契約を解除し、それによって生じた損害については受託者が賠償する
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責任を負うものとする。 

(３) その他本仕様書に定めのない事項については、その都度、委託者と受託者の双方協議のうえ定める。 

 

11 広域連合からの提供データについて 

(１) はり・きゅう等申請書パンチデータ（データ形式：ｃｓｖデータ） 

項目 ①保険者名 ②保険者番号 ③被保険者証番号 ④被保険者氏名（漢字）⑤本家入外 ⑥割合  

⑦診療年月 ⑧診療区分 ⑨都道府県 ⑩施術師番号 ⑪施術師氏名 ⑫初療年月 

⑬日数 ⑭費用額 ⑮支給金額 ⑯データ取扱番号 ⑰被保険者検索カナ  

⑱被保険者郵便番号 ⑲被保険者都道府県 ⑳被保険者市区町村 ㉑被保険者住所 

㉒被保険者生年月日 ㉓送付先郵便番号 ㉔送付先都道府県 ㉕送付先市区町村  

㉖送付先住所 ㉗送付先氏名 ㉘送付先氏名カナ ㉙施術所名 

 

はり・きゅう等申請書画像データ（データ形式：エクセルデータ） 

  項目 ①保険者番号 ②公費負担者番号 ③被保険者証番号 ④公費受給者番号 ⑤生年月日 ⑥性別 

     ⑦氏名 ⑧施術年月 ⑨医療機関コード ⑩登録記号番号 ⑪審査年月 ⑫明細番号２ 

⑬支給区分 ⑭返戻理由 ⑮通知用氏名 ⑯疑義（広域連合）理由 ⑰審査会コメント 

⑱審査結果 ⑲エラー有無 ⑳資格エラーコード１ ㉑資格エラー名称１ 

㉒資格エラーコード２ ㉓資格エラー名称２ ㉔資格エラーコード３ ㉕資格エラー名称３  

㉖資格エラーコード４ ㉗資格エラー名称４ ㉘資格エラーコード５ ㉙資格エラー名称５ 

㉚重複エラー横覧 ㉛重複エラー縦覧 ㉜療養費種別 ㉝保険種別 ㉞本家入外 

㉟業務上・外、第三者行為の有無 ㊱請求区分 ㊲初療年月日 ㊳施術期間（自） 

㊴施術期間（至） ㊵実日数 ㊶傷病名 ㊷初検料区分 ㊸初検料 ㊹往療回数 4kmまで 

㊺往療回数 4km超 ㊻合計額 ㊼一部負担金額 ㊽請求額 ㊾施術月 ㊿施術日 

○51施術日表示 ○52施術証明年月日 ○53保健所登録 ○54申請年月日 ○55支払口座番号  

○56同意年月日 ○57委任年月日 ○58明細番号 ○59予備 ○60備考 

 

(２) 柔整申請書パンチデータ等について 

ア 事前点検分 

・柔整申請書パンチデータ（データ形式：エクセルデータ） 

項目 ①明細番号 ②レセプト全国共通キー ③保険者番号 ④処理年月 ⑤診療年月  

⑥医療機関コード ⑦被保険者証番号 ⑧生年月日 ⑨性別 ⑩被保険者氏名  

⑪診療実日数 ⑫特記事項１ ⑬特記事項２ ⑭特記事項３ ⑮特記事項４  

⑯特記事項５ ⑰費用額 ⑱一部負担金 ⑲資格エラーコード１ ⑳資格エラー名称１ 

㉑資格エラーコード２ ㉒資格エラー名称２ ㉓資格エラーコード３  

㉔資格エラー名称３ ㉕資格エラーコード４ ㉖資格エラー名称４  

㉗資格エラーコード５ ㉘資格エラー名称５ ㉙公費法別 ㉚支給区分 

㉛審査結果コード 

イ 事後点検分 

・柔整申請書パンチデータ（データ形式：ｃｓｖデータ） 

項目 ①保険者名 ②保険者番号 ③被保険者証番号 ④被保険者氏名（漢字）⑤本家入外  

⑥割合 ⑦診療年月 ⑧公費番号 ⑨都道府県 ⑩施術師番号 ⑪団体コード  

⑫施術所名 ⑬施術開始年月日 ⑭日数 ⑮費用額 ⑯支給金額 ⑰被保険者検索カナ 
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 ⑱被保険者郵便番号 ⑲被保険者都道府県 ⑳被保険者市区町村 ㉑被保険者住所  

㉒被保険者生年月日 ㉓送付先郵便番号 ㉔送付先都道府県 ㉕送付先市区町村  

㉖送付先住所 ㉗送付先氏名 ㉘送付先氏名カナ  

・柔整申請書画像データＤＶＤ（データ形式：7ｚデータ） 

 

(３) 被保険者及び送付先パンチデータ等について 

・被保険者パンチデータ（データ形式：ｃｓｖデータ） 

項目 ①被保険者検索カナ ②被保険者郵便番号 ③被保険者都道府県 ④被保険者市区町村 

⑤被保険者住所 ⑥被保険者生年月日 

・送付先パンチデータ（データ形式：ｃｓｖデータ） 

項目 ①送付先郵便番号 ②送付先都道府県 ③送付先市区町村 ④送付先住所 ⑤送付先氏名 

⑥送付先氏名カナ 


