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令和３年度診療報酬明細書等二次点検等業務委託

項目名 仕様の内容 質　疑 回　答

６ 業務委託内容
（2）広域連合が提供する
リストをもとに行う資格点
検

① 提供されるリスト及び納品方法は、紙、
データのいずれでしょうか。また、データで
の授受の場合、ファイル形式は、Excelで相
違ありませんでしょうか。

紙媒体・データでの提供とします。
成果物についてはデータでの納品としま
す。
なお、データは表計算形式（Microsoft
Excel）です。紙媒体等での提供・納品を希
望する場合は、別途協議を行う予定です。

② リスト若しくは、被保険者の名簿の提供を
受けてから納品までの概ねの期間を教えて
ください。

おおむね８営業日を予定しています。

③ 「c 返戻該当レセプト等について、返戻す
る旨を医療機関等へ電話連絡」とあります
が、おおよその年間医療機関等への返戻依
頼件数を教えてください。また、医療機関等
の担当者が不在の場合、折返しの電話対応
も受託の範囲に含まれますでしょうか。

年間約７，２００件の電話連絡を想定してい
ます。
なお、医療機関等の担当者が不在の場合、
折返しの電話対応も受託の範囲に含まれま
す。

（3） 医療保険と介護保険
の給付調整に係る突合
点検

① 提供されるリスト及び納品方法は、紙、
データのいずれでしょうか。また、データで
の授受の場合、ファイル形式は、Excelで相
違ありませんでしょうか。

提供は表計算形式（Microsoft Excel）の
データで行います。
納品は、紙媒体で行っていただきます。

② リスト若しくは、被保険者の名簿の提供を
受けてから納品までの概ねの期間を教えて
ください。

おおむね８営業日を予定しています。

（4） 特別調整交付金申
請に係る結核・精神レセ
プトの内容調査

① 医科レセプトに処方箋料の請求がある場
合、提供されるリストには対応する調剤薬局
の情報が含まれていますでしょうか。
リストにない場合であっても該当する調剤レ
セプトの調査を行い再計算を行う必要がある
との認識ですが相違ありませんでしょうか。

調剤薬局の情報は含まれておりません。
お見込のとおりです。

② 「提供されるリスト20,000件前後をもとに
内容調査を行う。また、リストに記載されてい
ないが基準に該当するレセプトについても
同様に調査を行う」とありますことから調査対
象は、年間レセプト件数のすべてにおいて
交付基準の可否を確認するとの認識です
が、相違ありませんでしょうか。

お見込のとおりです。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
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令和３年度診療報酬明細書等二次点検等業務委託

項目名 仕様の内容 質　疑 回　答

６ 業務委託内容
（5） 重複・頻回受診者・
重複服薬者の抽出及び
目視確認による絞り込み

① 「毎月、広域連合が指定する期間のレセ
電コード情報ファイルから対象者を抽出」と
のことですが、43市町村それぞれの指定期
間及び抽出対象となる被保険者の件数を教
えてください。

対象レセプトの指定期間については、別添
「令和３年度重複・頻回受診者、重複服薬者
の抽出・名簿提出スケジュール（案）」を御覧
ください。
対象者は、約１，０００～１，３００人となる見込
みです。

② 「市町村毎にファイル分けし、対象者が
選定された理由を記載」とのことですが、重
複・頻回受診者・重複服薬者の項目別にエ
クセル形式で作成し、納品するという認識で
相違ありませんでしょうか。

お見込のとおりです。

③ 「対象者毎にレセプト管理システムよりレ
セプト画像データを保存」とありますが、レセ
プト画像データはPDFに加工との認識で相
違ありませんでしょうか。その場合、市町村
別の保存が必要との認識でよろしいでしょう
か。
併せて、納品に係る一月当たりのおおよそ
のPDF化したレセプト画像データの件数を
教えてください。

レセプト画像データはPDFファイルに加工し
たものを、対象者ごとに１つのPDFファイル
にし、市町村ごとにフォルダを作成して、保
存していただきます。
PDF加工したレセプト画像データの件は、１
か月あたり約３，０００～４，０００件（対象者約
５００～７００人）となる見込みです。

④ 対象者の抽出から納品までの1カ月の月
内スケジュールを教えてください。

別添「令和３年度重複・頻回受診者、重複服
薬者の抽出・名簿提出スケジュール（案）」を
御覧ください。

（6） 第三者行為該当レ
セプトの印刷及び第三者
行為による傷病の疑いが
あるレセプトの抽出・印刷

リスト若しくは、被保険者の名簿の提供を受
けてから納品までの概ねの期間を教えてく
ださい。

約１週間としています。

（7） 県外医療機関情報
の入力

リスト若しくは、被保険者の名簿の提供を受
けてから納品までのおおよその期間を教え
てください。

約３週間～１か月を予定しています。

７ 点検員 （1） 点検員の確保等

従業者について
点検員の氏名、医療事務の資格等を含む
内容について、毎月、月初の名簿の提出は
必要でしょうか。

毎月、月初に従業員名簿を提出していただ
きます。（氏名、所有資格等）

鹿児島県後期高齢者医療広域連合
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令和３年度柔道整復施術療養費患者調査等業務委託

項目名 仕様の内容 質　疑 回　答

４ 委託業務内容
（1） 柔道整復施術療養
費申請書調査対象者リス
ト作成

「受託者は、柔道整復施術療養費支給申請
書をデータ化し、調査対象者リストを作成
し、広域連合に提出する」とありますが照会
等文書等の発送までの概ねの期間を教えて
ください。

約１か月間を予定しています。

（3） 照会等文書の送付
方法

① 送付時の郵便局へ手配等も受託者にて
実施するとの認識ですが相違ありませんで
しょうか。

お見込みのとおりです。

② 「調査表未返却者へ対しては勧奨通知を
送付する」とありますが、送付については啓
発、照会、調査表未返却者への勧奨通知の
計3回を実施するとの認識で相違ありません
でしょうか。

お見込みのとおりです。

（5） 成果物の納品

成果物の納品について、「調査票と申請書と
の突合点検状況表」、「調査経過及び結果
一覧表」とありますが、照会等文書の発送前
と発送後の効果検証に伴う報告項目の詳細
を教えてください。
      例　・申請書件数の比較
　　　  ・受療人数の比較
　　　  ・費用額の比較
　　 　 ・一人当たり平均の費用額の比較
　　　  ・保険者負担額の比較　　　等

令和３年３月施術分と７月施術分の内容を比
較していただき、以下の項目により報告して
いただきます。
　（例）
　・ 申請書件数及び人数の比較
　・ 費用額の比較
　・ 費用額（一人当たり平均）の比較
　・ 保険者負担額の比較
　・ 保険者負担額（一人当たり平均）の比較
　・ アンケート対象項目の比較
　・ 施術日数（合計）の比較
　・ 施術日数（一人当たり平均）の比較
　・ 負傷数（合計）の比較
　・ 負傷数（一人当たり平均）の比較
　　※ 報告項目については、別途協議を
　　　行います。

履行場所について

履行場所は、診療報酬明細書等点検と同様
に、後期高齢者医療広域連合レセプト点検
室内で実施するという認識ですが相違ありま
せんでしょうか。

お見込みのとおりです。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合



令和 3 年度　重複・頻回受診者、重複服薬者の抽出・名簿提出スケジュール（案）

※下記のとおり、全市町村を年12回抽出し、スケジュールに合わせて広域連合へ毎月提出する。（提出期限については、受託者と要調整。）

※抽出条件については、受託者と調整の上、決定する。

1回目 R2.11 ～ R3.1診療分 R3.4.1以降 R3.4.30

2回目 R2.12 ～ R3.2診療分 R3.4.20前後 R3.5.20前後

3回目 R3.1 ～ R3.3診療分 R3.5.20前後 R3.6.20前後

4回目 R3.2 ～ R3.4診療分 R3.6.20前後 R3.7.20前後

5回目 R3.3 ～ R3.5診療分 R3.7.20前後 R3.8.20前後

6回目 R3.4 ～ R3.6診療分 R3.8.20前後 R3.9.20前後

7回目 R3.5 ～ R3.7診療分 R3.9.20前後 R3.10.20前後

8回目 R3.6 ～ R3.8診療分 R3.10.20前後 R3.11.20前後

9回目 R3.7 ～ R3.9診療分 R3.11.20前後 R3.12.20前後

10回目 R3.8 ～ R3.10診療分 R3.12.20前後 R4.1.20前後

11回目 R3.9 ～ R3.11診療分 R4.1.20前後 R4.2.20前後

12回目 R3.10 ～ R3.12診療分 R4.2.20前後 R4.3.20前後

レセプト抽出から名簿提出までの期間

対象レセプト
4月 5月 6月

名簿提出レセプト抽出
20 10

7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月1月 2月

20 10 20 10 20 10 2020 10 20 10 20 1020 10 20 10
回数

10 20 10 20 10


