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被保護者健康管理支援事業に係るデータ分析業務仕様書（案）

１ 委託業務目的 

  平成３０年１０月の生活保護法改正により創設された「被保護者健康管理支援事業」の円滑な実施

に向けて，本市の生活保護受給者に係る地域の健康課題を把握するため，現状の医療・健康等情報を

分析し，レポートを作成して本市に提出する。 

２ 前提条件 

  受託者は以下の各条件を前提として業務を遂行すること。 

（１）信用失墜行為の禁止 

   業務を遂行するに当たり，本市の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（２）資料等の適正な保管 

個人情報を含む資料については，適切かつ厳重に管理すること。 

（３）業務スペースの適正使用 

受託者は業務スペースについて，業務遂行のためにのみ使用するものとし，それ以外の目的のた

めに使用してはならない。 

３ 施設，機器等 

（１）業務従事場所及びスペース 

京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課 

   ＜所在地＞ 

京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町５００番地の１ 中信御池ビル３階 

＜実施時間＞ 

午前８時４５分から午後５時３０分まで（土・日・祝祭日・年末年始を除く。）

また，本市が承諾した限りにおいて，受託者の主たる事務所等にて，業務に従事することがで

きる。 

（２）機器 

   本業務では，レセプト管理システムを搭載したレセプト点検用端末，パソコンデスク，椅子につ

いて，本市が受託者に貸与することとし，別途使用料も含めて，貸与契約を締結する。 

（３）消耗品 

   業務を遂行するに当たり必要なものとして，Ａ４プリンター用紙，プリンタートナー（NEC 

MulitWriter 5300 用純正品）は受託者が用意する。 

（４）その他 

   業務実施に当たり，上記以外に機器が必要な場合は，本市の承諾を得たうえで受託者が用意し，

本市の京都市情報セキュリティ対策基準に従って使用すること。 

   また，業務遂行に必要のないものは業務従事スペースに持ち込まないこと。 

４ 委託業務内容 

業務の委託について，委託者である京都市を甲とし，受託者を乙とする。 

乙は，甲から提供された下記のデータ等を用いて，データベースを構築したうえで，京都市の生活

保護受給者の現状分析を行うこと。 

（１）データの提供 

ア 甲から乙に対して提供するデータについて 



- 2 -

生活保護受給者のデータ調査及び分析に係るデータベースを構築するため，以下のデータをＣＳ

Ｖ形式にて提供する。 

なお，以下のデータの対象年月は，別途定めることとする。 

（ア）レセプトデータ（別添１） 

医科・調剤・歯科のレセプトデータ 

（イ）健康診査結果データ（別添２） 

（ウ）医療扶助受給者データ（別添３） 

(エ) その他本業務に関するデータ 

（２）現状分析及び健康課題の把握 

乙は，上記（１）で構築したデータベースを用いて，本市の生活保護受給者に係る医療扶助費，

医療扶助費の負担額が大きい疾病及び医療扶助費の負担が増大すると予測される疾病等を分析・把

握する。 

なお，分析の対象とする主な項目は以下を基本とする。 

また，各項目において，年齢階層別の傾向も併せて分析する。 

ア 医療扶助費，健診データの分析（市全体及び福祉事務所を基本とする地区分析） 

  イ 医療扶助費（入院，入院外，DPC，歯科，調剤合計），患者数（入院，入院外合計） 

ウ 被保護者１人当たりの医療扶助費（医科入院（DPC含む。），入院外，歯科・調剤合計） 

エ 患者１人当たり医療扶助費（医科入院（DPC 含む。），入院外，歯科・調剤合計） 

オ 高額医療費及び高額医薬品の状況 

カ 主な生活習慣病の有病率 

キ 疾病分類別有病率・患者１人あたりの医療扶助費 

    1.悪性新生物(対策型) 2.糖尿病 3.脂質異常症 4.高血圧性疾患 

    5.虚血性心疾患 6.脳血管疾患 7.腎不全（CKD） 8.COPD 9.感染症  

    10.認知症  11.歯周病  12.その他特筆すべき疾病 

ク ジェネリック医薬品普及率（数量ベース） 

ケ 重複受診，頻回受診，重複処方及び禁忌薬剤の状況 

コ 休日，時間外，往診等の加算診療の状況 

サ 健康診査有所見者割合（メタボ該当・予備群・非該当／血圧／血糖／脂質） 

シ 問診票による喫煙率，アルコール飲料の状況 

ス 生活習慣病未受療者の受療勧奨群及び，治療中の者のうちコントロール不良群の対象者抽出 

セ その他 

（３）分析結果の納品 

   乙は，上記（３）の分析結果を踏まえ，甲と協議したうえで，以下のデータ及びレポートを納品

する。 

   分析結果については，図式化する等して分かりやすく示すこと。 

なお，納品場所については，本市生活福祉課の執務室とする。 

  ア 中間報告書データ（PowerPoint 及び Excel 形式） 

電子媒体及び紙媒体 1部 

イ 分析結果報告書 

20 部製本・印刷（カラー印刷）及び電子媒体 1部 

ウ 分析によって作成された電子データ全般 



- 3 -

５ 委託料の請求及び支払 

委託契約の締結後，乙からの適法な支払請求書を受理した時は，甲は３０日以内に当該請求額を支

払うものとする。

６ 秘密の保持 

乙は，業務の遂行に当たり，次の対策を実施すること。 

（１）個人情報の保護 

個人情報の保護の重要性を認識し，業務の実施に当たっては，京都市個人情報保護条例，京都市

情報セキュリティ対策基準及び関係法令を遵守して取り扱う責務を負い，個人情報の漏洩，滅失，

き損，紛失，改ざんの防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 

（２）守秘義務 

業務遂行中に知り得た事項及び付随する事項は，いかなる理由があっても第三者に漏らさないこ

と。業務が終了した後についても同様とする。 

（３）目的外使用の禁止及び第三者への提供の禁止 

本市の指示がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために

利用し，又は本市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（４）複写及び複製の禁止 

業務を処理するために本市から提供された個人情報が記録された資料等を，本市の承諾なしに複

写し，又は複製してはならない。 

（５）事業従事者への教育の実施 

乙は事業従事者に対して，京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知し，在職中及び退職後にお

いて，業務による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはな

らないことなど，個人情報の保護のために必要な教育を行い，これらの事項を遵守させなければな

らない。 

（６）定期的な報告 

乙は，個人情報保護のために必要な教育の実施状況及び個人情報について，甲の指示に従い，報

告しなければならない。 

（７）事故発生時の報告 

個人情報の漏洩，滅失，き損，紛失，改ざん等の事故が生じたときは，直ちに本市に通知し，そ

の指示に従い，遅滞なく書面で報告しなければならない。 

（８）損害の負担 

京都市情報セキュリティ対策基準に違反した場合，生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。) 

について，乙がすべての責を負う。 

７ 再委託等の禁止 

乙は甲の文書による承認を得なければ，この契約に係る義務の履行を第三者に委託し，この契約に

係る権利を第三者に譲渡し，又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。 

８ その他 

（１）乙は労働法その他関係法令を遵守すること。 

（２）提案内容に基づき甲と協議して定めた業務及び乙として果たすべき責務について誠実に履行する

こと。 
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（３）乙は本仕様書に定めのない事態が生じた場合，速やかに甲と協議し，誠実に指示に従うこと。 

（４）業務量の変更等により，業務に当たる者の就業時間及び就業場所について変更する必要が生じた

場合は甲と乙が協議し対応すること。 
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                                         別添１ 

レセプトデータ 

１．ファイル名 

・ 医科・・・「RECODEINFO_MED.CSV」 

・ ＤＰＣ・・・「RECODEINFO_DPC.CSV」 

・ 歯科・・・「RECODEINFO_DEN.CSV」 

・ 調剤・・・「RECODEINFO_PHA.CSV」 

・ 訪問看護・・・「RECODEINFO_PHA.CSV」 

   ※ 対象年月ごとにデータを提供するが，対象年月は別途定めることとする。 

２．データ項目 

 社会保険診療報酬支払基金が示す「レセプト電子データ提供要領」及び「レセプト電子データ提供

要領別冊」に基づくデータを提供する。 
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                                         別添２ 

健康診査結果データ

１．ファイル名 

・ 「kyotoseiho＋年月」 

   ※ 対象年月ごとにデータを提供する。 

２．データ項目 

項番 項目 属性 内容 

1 受診日(西暦) 半角数字 全データに含まれる 

2 漢字氏名 文字列 全データに含まれる 

3 カナ氏名 文字列 全データに含まれる 

4 コースコード 半角数字 
１３１が「６５歳未満」 

１３２が「６５歳以上」 

5 団体コード 半角数字 健診受診 

6 団体名称 文字列 健診受診機関名称 

7 誕生日 半角数字 西暦表示 

8 性別（１・２） 半角数字 １が「男性」，２が「女性」 

9 自宅ＴＥＬ 半角数字  

10 郵便番号 半角数字  

11 住所１（自宅） 文字列  

12 住所２（自宅） 文字列  

13 具体的な既往歴① 半角数字 該当番号表示 

14 具体的な既往歴①(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

15 具体的な既往歴② 半角数字 該当番号表示 

16 具体的な既往歴②(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

17 具体的な既往歴③ 半角数字 該当番号表示 

18 具体的な既往歴③(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

19 現病歴① 半角数字 該当番号表示 

20 現病歴①(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

21 現病歴② 半角数字 該当番号表示 

22 現病歴②(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

23 現病歴③ 半角数字 該当番号表示 

24 現病歴③(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

25 自覚症状① 半角数字 該当番号表示 

26 自覚症状①(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

27 自覚症状② 半角数字 該当番号表示 

28 自覚症状②(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

29 自覚症状③ 半角数字 該当番号表示 

30 自覚症状③(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

31 身長 半角数字 小数点以下１桁表示 
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32 体重 半角数字 小数点以下１桁表示 

33 ＢＭＩ 半角数字 小数点以下１桁表示 

34 腹囲（実測） 半角数字 小数点以下１桁表示 

35 収縮期血圧 半角数字  

36 拡張期血圧 半角数字  

37 採血時間（食後） 半角数字 該当番号表示 

38 採血時間（食後）(翻訳) 文字列 該当番号に基づく傷病名表示 

39 空腹時血糖 半角数字  

40 随時血糖 半角数字  

41 ＨｂＡ１ｃ(NGSP） 半角数字  

42 総コレステロール 半角数字  

43 中性脂肪 半角数字  

44 ＨＤＬコレステロール 半角数字  

45 ＬＤＬコレステロール 半角数字  

46 ＡＳＴ（ＧＯＴ） 半角数字  

47 ＡＬＴ（ＧＰＴ） 半角数字  

48 γ－ＧＴＰ 半角数字  

49 ＡＬＰ 半角数字  

50 血清クレアチニン 半角数字  

51 血清尿酸 半角数字  

52 総蛋白 半角数字  

53 アルブミン 半角数字  

54 アミラーゼ 半角数字  

55 ｅＧＦＲ 半角数字  

56 ヘマトクリット 半角数字  

57 血色素量 半角数字  

58 赤血球数 半角数字  

59 白血球数 半角数字  

60 血小板数 半角数字  

61 尿糖 半角記号・数字 「－」「±」「+」「++」「+++」

62 尿蛋白 半角記号・数字 「－」「±」「+」「++」「+++」

63 尿潜血 半角記号・数字 「－」「±」「+」「++」「+++」

64 ウロビリノーゲン 半角英数字  

65 心電図所見コード① 半角数字  

66 心電図所見コード①(翻訳) 文字列  

67 心電図所見コード② 半角数字  

68 心電図所見コード②(翻訳) 文字列  

69 心電図結果 半角数字  

70 心電図結果(翻訳) 文字列  

71 理学的所見① 半角数字  
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72 理学的所見①(翻訳) 文字列  

73 理学的所見② 半角数字  

74 理学的所見②(翻訳) 文字列  

75 ①服薬１（血圧） 半角数字  

76 ①服薬１（血圧）(翻訳) 文字列  

77 ②服薬２（血糖） 半角数字  

78 ②服薬２（血糖）(翻訳) 文字列  

79 ③服薬３（脂質） 半角数字  

80 ③服薬３（脂質）(翻訳) 文字列  

81 ④既往歴１（脳血管） 半角数字  

82 ④既往歴１（脳血管）(翻訳) 文字列  

83 ⑤既往歴２（心血管） 半角数字  

84 ⑤既往歴２（心血管）(翻訳) 文字列  

85 ⑥既往歴３（腎不全・人工透析） 半角数字  

86 
⑥既往歴３（腎不全・人工透析）

(翻訳) 
文字列  

87 ⑦貧血 半角数字  

88 ⑦貧血(翻訳) 文字列  

89 ⑧喫煙 半角数字  

90 ⑧喫煙(翻訳) 文字列  

91 ⑨２０歳からの体重変化 半角数字  

92 ⑨２０歳からの体重変化(翻訳) 文字列  

93 ⑩３０分以上の運動習慣 半角数字  

94 ⑩３０分以上の運動習慣(翻訳) 文字列  

95 ⑪歩行又は身体活動 半角数字  

96 ⑪歩行又は身体活動(翻訳) 文字列  

97 ⑫歩行速度 半角数字  

98 ⑫歩行速度(翻訳) 文字列  

99 ⑬食事をかんで食べる状態 半角数字  

100
⑬食事をかんで食べる状態(翻

訳) 
文字列  

101 ⑭食べ方１（早食い等） 半角数字  

102 ⑭食べ方１（早食い等）(翻訳) 文字列  

103 ⑮食べ方２（就寝前） 半角数字  

104 ⑮食べ方２（就寝前）(翻訳) 文字列  

105 ⑯間食や甘い飲み物 半角数字  

106 ⑯間食や甘い飲み物(翻訳) 文字列  

107 ⑰食習慣 半角数字  

108 ⑰食習慣(翻訳) 文字列  

109 ⑱飲酒 半角数字  

110 ⑱飲酒(翻訳) 文字列  
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111 ⑲飲酒量 半角数字  

112 ⑲飲酒量(翻訳) 文字列  

113 ⑳睡眠 半角数字  

114 ⑳睡眠(翻訳) 文字列  

115 21 生活習慣の改善 半角数字  

116 21 生活習慣の改善(翻訳) 文字列  

117 22 保健指導の希望 半角数字  

118 22 保健指導の希望(翻訳) 文字列  

119 メタボリックシンドローム判定 半角数字  

120
メタボリックシンドローム判定

(翻訳) 
文字列  

121 保健指導ﾚﾍﾞﾙ 半角数字  

122 保健指導ﾚﾍﾞﾙ(翻訳) 文字列  

123 眼底所見① 半角数字  

124 眼底所見①(翻訳) 文字列  

125 眼底所見② 半角数字  

126 眼底所見②(翻訳) 文字列  

127 眼底シェイエ Ｈ 半角数字  

128 眼底シェイエ Ｈ(翻訳) 半角数字  

129 眼底シェイエ Ｓ 半角数字  

130 眼底シェイエ Ｓ(翻訳) 半角数字  

131 眼底検査（実施理由） 半角数字  

132 眼底検査（実施理由）(翻訳 文字列  

133 眼底検査（実施理由） 半角数字  

134 眼底検査（実施理由）(翻訳) 文字列  

135 ◎総合判定 半角数字  

136 ◎総合判定(翻訳) 文字列  



- 10 -

                                         別添３ 

医療扶助受給者データ

１．ファイル名 

・ 「iryouhujyojyukyusyadeta」 

   ※ 対象年月ごとにデータを提供する。 

２．データ項目 

項番 項目 属性 内容 

1 区コード 半角数字 

北 12261012 

上京 12261020 

左京 12261038 

中京 12261046 

東山 12261053 

山科 12261061 

下京 12261079 

南 12261087 

右京 12261095 

西京 12261111 

伏見 12261103 

深草 12261129 

醍醐 12261137 

洛西 12261145 

2 世帯番号 半角数字 全データに含まれる 

3 員番号 半角数字 全データに含まれる 

4 公費負担者 半角数字  

5 公費受給者 半角数字  

6 資格番号 半角数字  

7 資格種別 半角数字  

8 記号 半角数字  

9 資格取得 半角数字  

10 資格喪失 半角数字  

11 本人家族区 半角数字  

12 患者番号 半角数字  

13 カナ１   

14 カナ２   

15 氏名   

16 元号   

17 月   

18 日   

19 続柄   
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20 職業   

21 性別   

22 開始年月   

23 状態区分   

24 状態年西暦   

25 状態月   

26 状態日   

27 状態和暦   

28 状態和年   

29 要介護区分   

30 介護被保険   

31 介護保険者   


