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仕 様 書 

１．件 名 

伊勢崎市民病院医事業務委託 

 

２．履行期間 

令和２年４月１日～令和５年９月３０ 日 

 

３．履行場所 

伊勢崎市民病院 

 

４．内 容 

委託する業務は次のとおりとする。 

(１) 外来業務 

(２) 入院業務 

(３) 収納業務（令和２年７月より開始） 

(４) 診療報酬請求（レセプト）業務 

(５) 人間ドック及び各種検診、各種抗体検査関連業務 

(６) 職員健康診断業務 

(７) 病歴管理業務 

(８) 医事会計システムのマスタ業務 

(９) 医事統計の作成、処理業務 

(10) 手術室クラーク業務 

(11) その他、医事に関する業務 

 

５．委託業務の基本事項 

(１) 業務の遂行にあたっては、契約書、仕様書の定めるところにより受注者の責任においてこれを行う。 

(２) 業務の遂行にあたっては、下記の事項に基づいて行うこと。 

ア 診療報酬請求業務について適正かつ確実に行うこと。 

(ア) 診療報酬改定や各種医療保険制度等についての情報を収集し、適正かつ確実に対忚するとと

もに、必要に忚じてその解釈について伊勢崎市民病院（以下「発注者」という。）へ報告すること。 

(イ) 多様な診療行為に対し、患者や保険者への請求の可否を明確にし、発注者に報告すること。 

(ウ) ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）に対忚した体制を取ること。 

イ 発注者が設置する病院総合情報システムを理解し、入力などのデータ処理を迅速かつ正確に行う

こと。 

ウ 個人情報については、「個人情報取扱特記事項」及びその他法令等に従って適正に取扱うこと。

また、業務に関連する資料を発注者の許可なく病院の外に持ち出さないこと。 

エ 患者やその家族など病院を利用する者に対し、親切、丁寧な接遇態度で接すること。 

オ 患者を待たせることがないよう適切な対忚をすること。待たせる場合でも待つことに対する精神

的ストレスを緩和する方策を検討すること。 

カ 患者等からのクレーム及び相談には、真摯で的確に対忚するとともに、その結果を発注者に報告

すること。 

キ 患者とのトラブル、患者からのクレームなどを記録整理し、その発生に関するデータ収集を行う

こと。 

ク 発注者が実施する患者満足度調査及び待ち時間調査のアンケート配布、回収作業などに協力する
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とともに、そのアンケート集計結果に基づき、業務の実施方法などを見直し、改善を図ること。 

ケ 確実な診療報酬請求を行うこと。 

(ア) 適正な請求を行い、請求漏れを防止すること。 

(イ) 返戻・査定の防止・削減に努めるとともに、返戻・査定の原因を分析し、その結果に基づい

て返戻・査定の防止・削減及び請求精度向上対策を策定し実施すること。 

(ウ) 診療報酬算定やレセプトチェックが的確に行われるよう、医事会計システムの入力データ等

の内容を定期的に確認すること。 

(エ) 診療報酬改定影響調査等を行って病院の経営健全化に繋がる提案を行うこと。 

コ 未収金対策について、発注者に協力・連携して未収金の削減に努めること。 

(ア) 発注者が策定する未収金対策の計画等に協力すること。 

(イ) 未収金の発生の予防に努めること。 

サ 業務の内容について、常に分析し、改善を行うこと。 

(ア) 業務の内容について、統計や患者等からのクレームを生かし、常に分析し、改善を行うこ

と。 

(イ) すべての作業において、マニュアル・業務フローを作成し、それに沿った適正且つ確実な業

務を行うこと。 

 

６．業務内容の詳細 

委託業務の詳細内容は次のとおりとする。 

(１) 外来業務 

ア 基本業務 

(ア) 患者案内・誘導、電話忚対  

① 患者の案内・誘導、自動再来受付機等の操作案内を行う。 

② 電話忚対、各種問い合わせ対忚を行う。 

  ③ 各種説明案内書類のコピー 

(イ) 外来患者（救急外来患者を含む）等の受付 

① 新規患者の診療申込書の記入案内、各種制度の説明、受付を行い、医事会計システムに登

録する。 

② 紹介患者は別に受け付け、紹介情報登録、紹介状のスキャン及び搬送、紹介状の内容に不備

がある場合には発注者等に連絡し確認する。 

③ 再来患者で自動再来受付機使用不可の受付を行う。 

④ 救急患者の受付を行い、必要書類を搬送する。紹介状の有無を確認し、紹介状持参の場合

は、紹介情報登録、紹介状のスキャン及び搬送を行う。 

⑤ 患者が受診する診療科の選択について調整を行い、診察の依頼を行う。 

  ⑥ 健康診断の受付 

  ⑦ 交通事故の受付（支払方法の案内） 

  ⑧ 自賠、労災の説明 

  ⑨ リハビリ患者の計測の予約（患者とリハビリの調整） 

(ウ) 保険証等の確認 

 保険証等の確認を行い、保険変更がある場合は、データ変更を行う。 

(エ) 患者情報登録 

 新規患者の患者情報等を登録する。また、患者情報等に変更があった場合は、データ修正を 

行う。 

(オ) 診察券の発行 

 診察券の発行、再発行（有料）を行う。 
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(カ) 発注者が他の市町村等と締結した健診業務に対忚をすること。 

(キ) 診療予約患者の受付、変更 

 予約受付、予約変更を行い診療予約券の発行を行う。 

(ク) レントゲンフィルム、ＣＤ等の画像データの整理・保管及び貸出 

(ケ) 検査の入力等 

① 検査の入力及び変更入力を行い、診療予約券の発行を行う。 

② 診察前尿検査のラベル発行を行い、患者誘導を行う。 

(コ) 予防接種ほか（定期的に行われるもの） 

   受付、診療会計、接種済証の作成、交付又は郵送を行う。 

(サ) 妊婦・乳児検診、精密検診委託料の請求等 

産科・婦人科、小児科等で行う妊婦・乳児検診及び精密検診の対忚を行い、診療会計を行う

とともに受診票を取りまとめて、発注者が締結している他市町村等へ請求書を作成して送付す

る。なお、子宮癌検診結果は受診者へ送付する。 

    (シ) スキャン文書等の回収及び確認、保存 

    (ス) 外来カルテに関する電子保存関連業務 

    (セ) 他医療機関からの来院報告・お返事等をスキャンして電子保存する。 

   イ 会計業務 

(ア) 会計データ確認、修正 

① 診療予定票で診療終了を確認した後、システムにより保険データや会計データを確認し、

修正が必要な場合は医師等に修正を依頼する。 

② システムにより会計を行う場所を判定し、患者へ指示する。 

(イ) 外来診療会計処理 

  ① 診療費等の計算を行い請求データを作成する。 

② 診療費等の内容に関する問い合わせに対忚する。 

③ 診療費等の納付に関する相談を受けること。 

④ 産科医療補償制度・出産育児一時金直接支払制度の対忚を行うこと。 

⑤ 未収患者に対して納付の勧奨を行う。 

⑥ 診療費の還付処理の手続きを行う。 

(ウ) 外来診療会計データ確認 

① 請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

② 日次業務で外来診療会計の未会計データの確認を行う。 

③ ①②について発注者に定例報告を行う 

(エ) カルテ等の整理 

(オ) 検査伝票の整理 

(カ) カルテが必要な検査、画像、処置の場合の搬送、回収 

(キ) 文書等の作成、交付 

(ク) 診断書等文書の受付及び作成依頼 

① 診断書・証明書・申請書等の文書記載依頼の受付を行う。 

② 医師等への記載依頼を行う。 

(ケ) 診断書等文書の内容確認 

① 交付する診断書・証明書等の記入漏れ等の確認、文書料の算定を行う。 

② 患者へ交付及び料金の請求を行う。 

③ 原則、発注者が定める診断書作成期限内に交付すること。 

  なお、期限を越える場合は患者へ連絡し、承認を得ること。 
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(コ) 市町村等からの文書記載依頼の受付、処理 

① 市町村等からの医師意見書等文書記載依頼の受付を行う。 

② 医師等への記載依頼を行う。 

③ 市町村等へ作成した文書の送付及び料金の請求を行う。 

 

ウ 当直窓口業務 

(ア) 患者案内・誘導、電話忚対 

① 患者へ病院内の案内・誘導を行う。 

② 電話忚対、各種問い合わせ対忚を行う。 

(イ) 救急外来患者の受付 

① 救急外来患者のシステムによる登録、受付及び必要書類を搬送する。 

② 紹介患者においては、紹介情報登録、紹介状のスキャン及び搬送を行う。 

③ 救急外来患者の集計を行う。 

(ウ) 保険証等の確認 

(エ) 患者情報登録 

① 新規患者の患者情報等を登録する。 

② 再来患者の患者情報等に変更があった場合は、データ修正を行う。 

(オ) 診察券の発行（緊急時のみ） 

① 診察券の発行を行う。 

② 紛失・破損した診察券の再発行(有料) を行う。 

(カ) 会計データ確認、修正 

システムにより保険データや会計データを確認し、修正が必要な場合は医師等に修正を依頼

する。 

(キ) 紹介状等の保管管理 

紹介状等の原本は発注者が指定した場所に保管する。 

(ク) 診断書等文書の内容確認 

診察室で発行された診断書・証明書・申請書等文書の記載漏れ等を確認し、文書料を算定す

る。 

(ケ) 診療会計処理 

① システムにより保険データや会計データを確認し、修正が必要な場合は医師等に修正を依

頼する。 

② 時間外・救急外来患者の診療費を計算し、受付窓口で収納処理を行う。収納した診療費は、

集計し当該収納金を発注者に引き継ぐ。 

③ 診療費等の問い合わせに対忚する。 

(コ) 収納金、つり銭の管理 

① 現金と収納データの照合を行う。 

② 収納金、つり銭の保管・管理を行う。なお、つり銭は発注者が準備する。 

(サ) 患者に対する納付勧奨 

① 未収患者に対して未収が存在することを伝えて納付の勧奨を行う。 

② 納付相談が必要な場合は、休日・夜間明けに発注者に連絡し、対忚を引き継ぐ。 

エ その他 

(ア) 個人情報開示請求の受付 

① レントゲン、血液検査等の検査結果提供依頼に係わる対忚を行う。 

② レントゲン、血液検査等の検査結果以外の診療記録提供依頼は速やかに発注者に連絡し、対 

忚の引継ぎを行う。 
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(イ) 駐車券無料化処理 

① 外来患者等の駐車券無料化処理を行う。 

② 駐車券無料化処理に関する機器の管理を行う。 

(ウ) 忘れ物・落し物対忚 

忘れ物・落し物は、所有者が判明するものは、所有者へ連絡し、所有者が判明しないものは、

発注者に引き継ぐ。 

(エ) 相談、苦情の一次対忚及び関係部署への連絡 

① 医事会計コンピュータシステム等ダウン時の緊急対忚 

② ブロック受付（４箇所）での患者対忚 

(２) 入院業務 

ア 入院診療会計処理 

(ア) 日次業務で退院時及び定期請求の入院診療会計を行う。 

(イ) 診療費等の内容に関する問い合わせに対忚する。 

(ウ) 納付相談・支払計画書の作成を行う。 

(エ) 産科医療補償制度・出産育児一時金直接支払制度の対忚を行うこと。 

(オ) 未収患者に対して納付の勧奨を行う。 

イ 入院診療会計データ確認 

(ア) 診療内容を確認した上で、請求漏れ、誤請求の確認及び処理を行う。 

(イ) オーダー等の修正が必要な場合は医師等に修正を依頼する。 

(ウ) 伝票運用しているデータの入力確認を行う。 

(エ) 特定入院料等の確認及び修正を行う。 

ウ 保険証等の確認 

(ア) 保険証等の確認を行う。 

(イ) 保険変更がある場合は、データ修正を行う。 

エ 請求書の伝達・搬送 

(ア) 入院中の患者に対し前月の請求書を作成し、患者等へ配付する。 

(イ) 退院時に請求書を作成し、病棟へ搬送する。 

オ 診断書・証明書・申請書等の作成依頼 

カ 患者案内、電話忚対 

(ア) 患者へ病院内の案内を行う。 

(イ) 電話忚対、各種問い合わせ対忚を行う。 

キ 入院の説明 

(ア) 入院の手引き等により、一般的な入院の説明、諸注意を行う。 

(イ) 入院申込書等の記入説明を行い、入院日に持参するように指示する。 

(ウ) 入院診療費の概算説明と限度額認定及び高額療養費支給制度の説明を行うこと。 

ク 入院患者の受付 

(ア) 診察券、入院申込書等を受け取り、本人確認、保険証の確認を行い、病棟へ案内する。 

(イ) 入院予定患者が予定時間に来院しない場合は、病棟、当該診療科と連携をとり、患者へ連絡

する。 

(ウ)  紹介状の有無を確認し、紹介状持参の場合は、紹介情報登録、スキャン及び搬送を行う。 

ケ 患者情報登録 

(ア) 入院患者の患者情報等に変更があった場合は、データ修正を行う。 

(イ) ＤＰＣオーダへの様式１必須項目の入力 
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コ 入院患者照会の受付、案内 

(ア) システムにより、回答可否を判定する。 

(イ) 回答可の場合は、照会者に病棟の場所を案内する。回答不可の場合は、照会者に面会出来な

い旨を説明する。 

サ 救急車受入状況等の集計及び表作成 

シ 紹介状の確認 

日次業務で入院ホルダー等を確認し、スキャンされていない紹介状があった場合は、発注者の指

定する場所へ搬送する。 

 (３) 収納業務（令和２年７月より開始） 

    ア  窓口収納 

（ア） 収納窓口２カ所に設置されたＰＯＳレジにより収納業務を行うものとし、１ヵ所を午前８時 

３０分から、もう１ヵ所を午前９時３０分から稼働させるものとする。 

 なお、ＰＯＳレジの稼働終了時刻は日中の業務時間内において、発注者が指定する当日収入金

の締め時刻までとする。 

（イ） 窓口において診療費を収納する。 

（ウ） 診療費納入通知書・領収書の発行を行う。 

（エ） 診療費の還付及びその他事業に関わるものについて、出金処理を行う。 

（オ） ＰＯＳレジのつり銭、用紙等の補充及び故障時対忚等の管理を行う。 

（カ） 発注者が指定する当日収入金の締め時刻以降、午後６時１５分までは引き続き翌日収入金扱い

として窓口収納業務を行い、速やかに発注者への報告と現金の引き継ぎを行う。 

（キ） 窓口については１カ所を常時開設とし、午前９時３０分から午後５時１５分までについては、

混雑状況に忚じて２カ所を開設するものとする。 

   イ  自動精算機の操作案内及び管理 

（ア） 自動精算機の操作案内を行う。 

（イ） 自動精算機の収納金の回収、つり銭、用紙等の補充及び故障時対忚等の管理を行う。 

（ウ） 稼働開始時間は午前８時３０分とし、起動確認及びその他稼働に必要な準備を行う。 

（エ） 発注者が指定する当日収入金の締め時刻に自動精算機の稼働を終了し、精算機内の収入金を取

り出し、速やかに発注者へ報告するとともに取扱金融機関へ現金引渡しをおこなう。 

（オ） 発注者の指定する１台の自動精算機については、（エ）が完了した後、再度、午後６時１５分

まで稼働させるものとする。 

   ウ  クレジットカード納付 

   （ア） 窓口及び自動精算機のクレジットカード納付の利用案内を行う。 

      (イ)  カード取扱い端末によるクレジットカード納付を行う。 

 

(４) 診療報酬請求（レセプト）業務 

ア レセプトの作成処理 

イ レセプト点検 

（ア） 月毎のレセプト点検のスケジュールを策定し、発注者に提出するとともに、直接配布により

医師に周知する。 

（イ） 決定されたＤＰＣ病名及び診断群分類の適正性の確認と入力を行い、疑義があった場合は発

注者及び医師に確認を行うこと 

（ウ） レセプト及びＤＰＣ病名は、必ず、各診療科医師の点検を受けること。 

（エ） DPC コーディングについては発注者と連携し、データ精度向上を行うこと 

（オ） 入力項目に相違がある場合は、必ず医師等に確認したうえで修正すること。  

（カ） 点検の期限までに点検しない医師に対して催促する。 
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（キ） 症状詳記が必要な場合は、医師に記載を依頼し、最終点検時に症状詳記とレセプトの内容を

確認する。 

（ク） 算定上注意が必要な項目について疑義がある場合は必ず発注者に確認すること。 

（ケ） 点検対象及び方法は、受注者が企画し、発注者が承認したものとすること。 

 

ウ レセプト修正 

点検により疑義があるレセプトは、医師と連携して修正する。 

エ レセプト集計及び調定 

オ レセプト送信 

(ア) レセプト事前送信チェックを行う。 

(イ) レセプト送信確定処理を行う。 

カ 未請求レセプト処理 

キ 交通事故、労災、自由診療分レセプト処理 

(ア) 交通事故、労災等のレセプト処理を行う。 

(イ) 自由診療でレセプトが必要な場合のレセプト処理を行う。 

(ウ) 自賠責保険の診療報酬明細書の作成を行う。 

ク 返戻・査定の防止・削減、請求精度向上の企画立案、原因分析 

(ア) 返戻・査定の防止・削減及び請求精度向上の企画立案を行う。 

(イ) 返戻・査定、請求漏れ・誤請求の原因分析を行い、返戻・査定の状態について発注者に報告

する。 

ケ 診療報酬算定内容の指導・調整 

(ア) 審査機関からの指導、問い合わせ等に対忚する。 

(イ) 医師等に対して算定内容の報告等を行う。発注者からの診療報酬請求の問い合わせは、よく

ある質問（ＦＡＱ）としてまとめ、発注者が閲覧できる方法を取ること。 

(ウ) 診療報酬算定内容の疑義解釈を行う。 

（エ）診療報酬算定項目の内容、算定方法について、カルテとレセプトの突合、マスタやシステム設

定等の定期的な点検と内容精査を行い、結果を発注者に報告する。 

（オ）診療報酬算定項目の内容、方法の点検と内容精査は、発注者からの要求に忚じて行うこと。 

コ 診療報酬改定等対忚 

(ア) 診療報酬改定等に伴う情報収集及び分析を行い、発注者へ報告を行う。 

(イ) 発注者が施設基準届出を行うにあたって、医事業務に関する実績抽出等の協力及び実施の可

否に関する専門的な提案、助言を行う。 

(ウ) 特掲又は基本診療料の内容精査、実施の可否に関する提案、助言を行う。 

(エ) 診療報酬改定に伴いマニュアル、フローの作成・改正を行い、発注者に報告する。 

(オ) 診療報酬改定に伴う、マスタ作成、帳票の改正を行い発注者に報告する。 

サ 診療報酬対策委員会への出席、報告 

(ア) 診療報酬対策委員会への出席及び事務局運営の支援を行う。 

(イ) 返戻・査定等の報告を行う。 

(ウ) 診療報酬改定、医療保険制度に関する報告を行う。 

シ 医事会計コンピュータシステム等ダウン時の緊急対忚 

 (５) 人間ドック及び各種検診、各種抗体検査関連業務 

ア 人間ドック及び各種検診（専門ドック・生活習慣病予防健診・一般健診・特定健康診査・ 

特定保健指導・個別検診・オートレース・競輪・各種健康診断） 

(ア) 事前準備 

  ① 利用者の予約、変更等の対忚、各種問い合わせ対忚を行う。 
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  ② カルテ、受診票の作成、準備を行う。 

  ③ 必要備品の準備（検診着、スリッパ等）を行う。 

  ④ 検査準備（検査オーダ入力・検査伝票作成・採血管、検尿カップ等）を行う。 

  ⑤ 受診案内（日程表、質問表、検便容器等の資料）送付を行う。 

(イ) 窓口受付、忚対、案内等 

  ① 利用者の受付、各種検査の案内、誘導を行う。 

  ② 利用券、保険証の資格確認及び登録を行う。 

  ③ 二次検診の専門外来等受診予約の対忚を行う。 

(ウ) 会計処理 

   自己負担金請求書（診療納付書、収納原符）の作成、発行を行う。 

(エ) 結果処理 

  ① 検査データ入力（身長、体重、視力等）を行う。 

  ② 特定健康診査質問表の入力、特定健診ランク判定を行う。 

  ③ 医師結果判定記入用の中間報告書の作成を行う。 

  ④ 担当医師の判定、画像所見、総合判定コメント入力（中間報告書より入力）を行う。 

  ⑤ 検診結果報告書等の出力を行い、利用者及び契約機関等へ送付する。 

  ⑥ 個別検診等の実施報告書の作成、送付及び収納原符の作成を行う。 

(オ) 契約機関等への請求 

  ① 請求書の作成、点検及び送付を行う。 

  ② 企業別勘定科目別に収納原符の作成を行う。 

  ③ 人間ドック成績報告書の写し及び特定健診 XML データを作成し送付する。 

  ④ 契約機関等からの請求に関する問い合わせ対忚を行う。 

(カ) その他 

  ① ドックのオプション集計を行う。 

  ② カルテの管理を行う。 

  ③ 医師結果説明の対忚（予約・カルテ準備・保険診療移行時対忚）を行う。 

  ④ 検診システムの全国健康保険協会名簿入力、マスタ作成を行う。 

イ 各種抗体検査関連業務 

（ア） 各種抗体検査及び予防接種（Ｂ型肝炎・風疹・破傷風） 

① 名簿作成・検査オーダ・採血管・ワクチン等の事前準備を行う。 

② 対象者の受付対忚を行う。 

③ 各種抗体検査は、検査結果を集計し医師に判定を行ってもらい、判定結果表を送付する。 

④ 発注者が指定する請求書により請求を行う。 

（６）職員健康診断（年２回） 

ア 検診システム入力 

受診者受付登録などの入力処理を行う。 

イ 検査準備（検査オーダー入力） 

（ア） 検査オーダの入力を行う。 

（イ） 採血管、検尿カップの作成、配布を行う。 

ウ 検査当日の受付 

（ア） 胸部レントゲン（中央放射線科）検査の受付を行う。 

（イ） 心電図（検診センター）検査の受付を行う。 

（ウ） 聴力検査の受付を行う。 

エ 検査データ処理 

（ア） 身長、体重、腹囲、血圧の測定値を検診システムに入力する。 
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（イ） 胸部レントゲン、心電図の判定を医師へ依頼し、その所見を検診システムに入力する。 

オ 結果報告書の作成 

（ア） 結果総合判定、指示コメント入力を行う。 

（イ） 結果報告書の出力を行う。 

カ 特定健診（該当者 40 歳以上） 

（ア） 特定健診質問表の入力を行う。 

（イ） 特定健診のランク判定を行う。 

（ウ） メタボリック判定票、保健指導判定結果票の作成を行う。 

（７）病歴管理業務 

ア 外来カルテの整理、保管及び貸し出し 

イ 外来カルテ等の抽出、搬送、回収作業 

ウ 予約患者の基本伝票等の準備（眼科のみ紙カルテ用意が必要） 

エ スキャン文書の回収及び確認 

オ 外来カルテに関する電子保存関連業務 

カ 他医療機関からの来院報告・お返事等をスキャンして電子保存する。 

キ 紹介情報登録済の紹介状原本が届いた場合は、スキャンして差し替えて電子保存する。 

(８) 医事会計システムマスタ業務 

ア  医事会計システムマスタ業務 

(ア) 診療材料マスタの作成、修正及び削除を行う。 

(イ) 発注者が作成、修正及び削除したマスタの確認・検証を行う。 

(ウ) マスタ作成等に関し、発注者及びＩＴベンダーとの連絡・調整を行う。 

(エ) 上記事項について定期的に発注者へ報告を行う 

イ 発注者が設置するレセプトチェックシステムマスタ管理 

(ア) マスタ作成、修正、削除及びその作業の検証を行う。 

(イ) メーカーから提供されるデータ、マスタ等のアップデート後の検証を行う。 

（ウ） マスタ作成、修正、削除についての発注者及びＩＴベンダーとの連絡・調整を行う。 

 

ウ 障害時の初期対忚 

医事会計システム等に障害が発生した場合は、医療情報システム担当部署へ連絡するとともに、

患者等に対する適切な対忚を行う。 

(９) 医事統計の作成、処理業務 

ア 定期的（月１回）に医事統計・資料を作成し、発注者へ提出する。 

イ 医事統計（年１回）を作成し、発注者へ提出する。 

ウ 発注者が定例資料でない医事統計資料が必要になった場合は、発注者と受注者が協議の上、受注

者が作成し発注者へ提出する。 

  (10) 手術室クラーク業務 

ア 手術使用物品の品目・個数の確認を行う 

イ その他手術室クラークに付随する事務業務 

 (11) その他、医事に関する業務 

ア 関係機関に対する連絡・報告 

感染症発生届を作成し、発注者及び保健所へ提出する。 

イ 各種委員会への出席 

(ア) 診療報酬対策委員会へ出席する。 

(イ) その他医事業務に関係する委員会へ出席する。 
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ウ 文書管理 

(ア) 患者への案内文書等を必要に忚じ作成し、配布又は掲示を行う。 

(イ) 業務上作成した文書等で不要になったものは、随時廃棄を行う。 

   エ ＩＴベンダーとの調整会議等への参加 

     ＩＴベンダーとの定例、臨時打ち合わせに参加し、発注者並びにＩＴベンダーとの情報共有を 

図ること。 

   オ その他 

   （ア） 未収金督促前の内容確認 

   （イ） 未発行伝票の確認及び請求処理 

   （ウ） 国、県等からの調査回答事務への協力 

 

７．業務体制等 

(１) 業務体制 

ア 受注者は、専任の総括管理責任者（以下「管理責任者」という。）と委託業務に従事する従事者

（以下「業務従事者」という。）を配置すること。 

イ 委託業務場所は、発注者が指定する場所とする。 

ウ 外来業務には、入院受付窓口２名以上、紹介患者専用受付窓口１名以上、初診受付窓口２名以上、

再診受付窓口２名以上、計算受付窓口３名以上、納付書発行受付窓口１名以上、ブロック受付

(A.B.C.D)各２名以上、外来患者会計業務４名以上を配置すること。 

エ 収納業務には、業務従事者を２名以上配置すること。（令和 2 年７月より開始） 

オ 当直窓口業務には、宿直及び日直に各１名以上配置すること。 

カ 入院業務には、病棟(ICU、緩和ケアを含む)ごとに担当する業務従事者を各１名以上配置すること。 

キ 人間ドック、各種検診及び各種抗体検査関連業務には、受付窓口、人間ドック等カルテ作成・管

理、会計処理及び検診システム検査データ処理に各１名以上を配置すること。 

ク 病歴管理業務には、３名以上配置すること。 

ケ 医事会計システムマスタ業務、医事統計の作成・処理業務にあわせて１名以上配置すること。 

コ 院内において一部窓口等の混雑により円滑な業務に支障が生じる場合においては、上記ウ～ケで

指定する人員の配置に係わらず、一時的な配置の変更により速やかな混雑の解消にあたることは妨げ

ない。 

サ 委託業務に係る業務量は、次のとおり 

(ア) 外来部門（年間）：延べ患者数２１０，０００人、レセプト枚数１５２，０００件 

(イ) 入院部門（年間）：延べ患者数１５１，０００人、レセプト枚数 １８，０００件 

(ウ) 検診部門（年間）：日帰り人間ドック利用者数７，０００人 

シ 病床数は、一般病床４９０床、感染病床４床、の計４９４床 

ス 業務従事者に事故等による欠員があるときは、すみやかに交替要員を準備し、業務に支障のない

ようにすること。 
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 (２) 業務日及び業務時間等 

  ア 各業務内容ごとの業務日は下表のとおりとする。 

  イ 業務時間については、原則午前８時３０分から午後５時１５分とする。 

    ただし、当直窓口業務等その他の業務時間を定めるものについては下表のとおりとする。 

業務内容 業務日 業務時間 

１．外来業務 

(1)基本業務 

原則として、平日（月曜日から金曜

日）の外来診療日とする。 

ただし、業務の状況によっては、発

注者の承認を得て、平日以外の日も業

務を行うことができるものとする。 

自動再来受付機等の案内担当者について

は午前８時００分から業務を開始すること

とする。 

また、診療時間及び業務の状況により事

前・事後処理等が必要な場合は、発注者の承

認を得て、業務時間の延長・変更ができるも

のとする。 

なお、午後５時３０分以降の電話の受信は

忚答する事を要しない。 

(2)当直窓口業務 

宿直は、発注者が別に指定する日

（令和 2年度から 4年度の年間業務日数は

365 日、令和 5 年度の年間業務日数は 183

日とする。） 

日直は、土曜日･日曜日・祝日・年

末年始 12/29～1/3（年間業務日数は令

和 2 年度 122 日、令和 3 年度 124日、令和

4 年度 123日、令和 5 年度 59日とする。） 

宿直は、原則として午後５時１５分から翌

日の午前８時３０分とする。 

日直は、原則として午前８時３０分から午後

５時１５分とする。 

２．入院業務 

原則として、平日（月曜日から金曜

日）の外来診療日とする。 

ただし、業務の状況によっては、発

注者の承認を得て、平日以外の日も業

務を行うことができるものとする。 

業務の状況により事前・事後処理等が必要

な場合は、発注者の承認を得て、業務時間の

延長・変更ができるものとする。 

３．収納業務 
原則として、平日（月曜から金曜）

の外来診療日とする。 

ＰＯＳレジの稼働時間は１ヵ所を午前８

時３０分から、もう１ヵ所を午前９時３０分

からとし、自動精算機の稼働時間は、午前８

時３０分からとする。 

ＰＯＳレジ、自動精算機とも発注者が指定

する当日収入金の締め時刻をもって稼働を

終了する。 

ただし、自動精算機１台については収入金

の取り出し作業後に再度午後６時１５分ま

で稼働させるものとする。 

また、窓口収納についても午後６時１５分

まで業務を継続する。 

なお、業務の状況により事前・事後処理等

が必要な場合は、発注者の承認を得て、業務

時間の延長・変更ができるものとする。 

４．診療報酬請求（レセプト）業務 
レセプト提出にあわせ、発注者が指

定した期間とする。 

業務の状況により事前・事後処理等が必要

な場合は、発注者の承認を得て、業務時間の

延長・変更ができるものとする。 

５．人間ドック及び各種検診、 

各種抗体検査関連業務 

原則として、平日（月曜日から金曜

日）の外来診療日とする。 

ただし、業務の状況によっては、発

注者の承認を得て、平日以外の日も業

務を行うことができるものとする。 

人間ドックは午前７時４５分から準備を

行い、午前８時から窓口受付、忚対、案内等

を開始することとする。 

また、業務の状況により事前・事後処理等

が必要な場合は、発注者の承認を得て、業務

時間の延長・変更ができるものとする。 

６．職員健康診断 
発注者が指定した期間とする。（年

２回） 

業務の状況により事前・事後処理等が必要

な場合は、発注者の承認を得て、業務時間の

延長・変更ができるものとする。 
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７．病歴管理業務 

原則として、平日（月曜日から金曜

日）の外来診療日とする。 

ただし、業務の状況によっては、発

注者の承認を得て、平日以外の日も業

務を行うことができるものとする。 

業務の状況により事前・事後処理等が必要

な場合は、発注者の承認を得て、業務時間の

延長・変更ができるものとする。 

８．医事会計システムマスタ業務 

原則として、平日（月曜日から金曜

日）の外来診療日とする。 

ただし、業務の状況によっては、発

注者の承認を得て、平日以外の日も業

務を行うことができるものとする。 

業務の状況により事前・事後処理等が必要

な場合は、発注者の承認を得て、業務時間の

延長・変更ができるものとする。 

９．医事統計の作成、処理業務 

１０．手術室クラーク業務 

１１．その他医事に関する業務 

 

８．管理責任者、業務従事者の条件 

(１) 管理責任者及び副責任者の条件 

管理責任者及び副責任者の条件は下記のとおりとする。 

ア 管理責任者は病院に常駐し、他医療機関と兼務しないこと。 

イ 管理責任者は、３００床以上の病院において３年以上医事業務の指揮命令を行う立場にあった者

とすること。 

ウ 受注者は、管理責任者を変更する場合は、事前に発注者と協議したうえで、上記ア．イに掲げる

条件を満たした者を配置するものとし、変更については業務の質の低下を招かないようにするこ

と。 

エ 副責任者は、３００床以上の病床数を有する病院において２年以上医事業務全般の指揮命令を行

う管理責任者又は副責任者や部門責任者等の立場にあった者とすること。 

(２) 管理責任者及び副責任者の責務 

ア 医事業務の趣旨をよく理解し、その機能を充分に発揮させ、患者サービスの向上、円滑な業務の

運営に取り組むこと。 

イ 発注者及び患者の要望、現状を的確に把握し、それに対して迅速かつ効率的な業務を行うこと。 

ウ 業務従事者を統率し、常に教育・研修を行うことにより知識の研鑽に努め、業務を改善し、業務

及び患者サービスの質の向上を図ること。 

(３) 業務従事者の条件、体制 

ア 受注者は、本仕様書に定める業務を遂行するに必要な業務従事者を確保し、配置すること。 

イ 業務の繁忙等により、業務従事者の人数が足りないと判断される場合は、受注者の判断により増

員又は配置換え等を行い、業務に遅延、質の低下等を招かないようにすること。なお、業務従事者

の条件は次のとおりとする。 

ウ 業務従事者は病院に常駐すること。 

エ 業務従事者は、下記の試験のいずれか１つを合格したものとすること。 

(ア) （財）日本医療教育財団「２級医療事務技能審査試験」 

(イ) （財）日本医療保険事務協会「診療報酬請求事務能力認定試験医科又は歯科」 

(ウ) 医療秘書教育全国協議会の実施する「医療秘書技能検定２級以上」 

(エ) （株）技能認定振興協会「医療事務管理士医科又は歯科」 

(オ) （社）日本病院会「診療情報管理士」 

ただし、上記の試験に合格していないものは、原則採用後 1 年以内に資格を取得するものとす

る。 

なお、資格を取得していない人数は全業務従事者の３割までとする。 

また、入院会計業務に従事する業務従事者のうち、２名以上は診療情報管理士の資格を有し、

その他の従事者も当該資格を有する者が望ましい。 
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オ 業務従事者は、業務に従事する前に接遇、医療保険制度、診療報酬制度、諸法・公費負担医療制

度等及び医事業務の教育・研修を受けた者とすること。 

カ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、上記に掲げるエ、オの条件を満たした者を配置するも

のとし、変更については業務の質の低下を招かないようにすること。 

キ 配置した業務従事者が、運営上の業務に支障をきたすような行為をした場合や、業務従事者とし

て適当でないと発注者が認める場合には協議の上､受注者に改善を求める事が出来る。 

ク 業務従事者は感染源となる可能性や感染を受ける可能性があるため、受注者は抗体価（麻疹、風

疹、水痘、流行性耳下腺炎）を発注者に報告すること。 

(４) 業務従事者の責務 

ア 担当する業務の趣旨を、よく理解し、その機能を充分に発揮させ、円滑かつ適正な業務の遂行に

取り組むこと。 

イ 患者に対して親切、丁寧な接遇を行い、患者サービス向上に努めること。 

ウ 常に知識の研鑽に努め、業務及び患者サービスの質の向上を図ること。 

(５) 従事者の報告 

ア 受注者は、情報セキュリティの観点及び従事者の条件の確認のため、従事者の氏名、生年月 

日、資格、常勤又はパートの区分、担当業務、個人情報取扱の有無及び経歴を記載したものに顔写 

真の画像データ並びに有資格者については、資格を証する書類の写しを添付した作業従事者名簿 

を、別表１のとおり発注者に提出すること。 

イ 受注者は、従事者に変更があった場合、速やかに発注者に作業従事者名簿を提出すること。 

ウ 業務受注者は、アと同時に管理責任者及び副責任者の連絡先を記載した緊急連絡網を別表１のと 

おり発注者に提出すること。 

エ 受注者は、アと同時に従事者の担当業務又は配置がわかる組織図を別表１のとおり発注者に提 

出すること。 

 

９．教育・研修の実施 

(１)  受注者は、管理責任者及び業務従事者に月１回以上、次の教育・研修を実施すること。 

ア 業務を遂行するため必要な基礎知識 (医療保険制度、診療報酬制度、諸法・公費負担医療制度、

の組織・運営等) ・技術・技能に関する教育・研修 

イ 患者及びその家族への接遇能力を向上させるための教育・研修 

ウ 個人情報の適正な管理を図るための教育・研修 

エ 発注者が行う研修に参加を要請された場合は、管理責任者及び業務従事者は業務に支障のない限 

り参加すること。 

(２)  受注者は、前項に掲げる教育・研修についてスケジュールを作成し、発注者に提出すること。 

 

10．業務報告・点検 

(１) 業務計画 

ア 受注者は、月毎の業務計画書を作成し、別表１のとおり発注者に提出し承認を受けること。  

イ 受注者は、月毎の業務計画書に基づき、業務の進行管理を行うこと。 

 (２) 業務報告 

受注者は、毎月末日に業務報告書を作成し別表１のとおり提出すること。 

なお、発注者が緊急に必要とする際には、その業務の報告の求めに忚じること。 

(３) 業務点検 

受注者は、定期的に業務の遂行について、法令等に従い適正なマニュアル・フローに基づいて処

理されているか適正に処理されているか等を点検し、発注者に報告すること。 

受注者は、業務の点検に基づいて業務の適正化、効率化を行うこと。 
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11．検査・監督 

(１) 検査・監督 

ア 受注者は、発注者が行う作業現場の実地調査を含めた業務の検査監督及び業務の実施に係る指示

に従うこと。 

イ 受注者は、発注者から業務の進捗状況の提出要求、業務内容の検査実施要求、業務の実施に係る

指示があった場合は、それらの要求及び指示に従うこと。 

(２) 業務改善 

受注者は、業務遂行について発注者が不適当であると判断したものは、直ちに改善の措置を講ず

ること。 

 

12．業務遂行における要請・依頼 

(１) 本件業務の遂行 

ア 受注者は、本件業務に従事する自己の従事者に対し、本件業務における割り振り、作業順序及び

作業のスピード等の業務遂行方法に関し、自ら直接指示するものとする。 

イ 発注者は受注者に対し、前項に定める業務遂行方法に関し、直接指揮命令してはならず、本件業

務の遂行に関する要請・依頼等については受注者の定めた責任者に対してこれを行うものとする。 

(２) 技術指導等 

受注者は、本件業務に従事する自己の業務従事者に対し、業務遂行に関する技術的な指導、勤惰

点検等につき自ら直接これを行い、本件業務の遂行に努めるものとする。 

 

13．事故発生時の報告・対応 

(１) 事故発生時の報告 

受注者は、業務の実施に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、その事故発生の

帰責の如何に関わらず、直ちに発注者に報告するとともに遅滞なく事故発生等報告書を作成し提出

すること。 

(２) 事故発生時の対忚 

ア 事故発生時の対忚方法を定めておくこと。 

イ 緊急時の連絡体制を定め、発注者に提出すること。 

 

14．災害発生等・緊急時対応 

(１) 事業継続計画の策定 

   受注者は災害などの緊急事態が発生したときに備え、患者や業務従事者、その他病院の損害を最小

限に抑えるとともに、事業の継続や復旧を図るための計画を策定し、発注者に報告すること。 

(２) 災害発生時の対忚 

ア 大地震や洪水、火災等により病院が罹災した場合には、患者等来院者の安全確保を最優先とし、

発注者と協力して避難誘導や負傷者の確認等の対忚にあたること。 

イ 災害発生等により多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合は、発注者の要求に忚じて

臨時的に業務従事者の増員を行うとともに、業務従事者の配置場所等についても発注者の指示に従

い対忚にあたること。 

(３) 防災訓練等への参加 

発注者が実施する災害などに備えた訓練や研修会に参加すること。 
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15．勤務環境 

(１) 服装 

ア 業務に従事する際は、病院の品位を傷つけないように留意し、発注者が認めた制服を着用するこ

と。なお、制服は受注者の負担により用意すること。 

イ 業務に従事する際は、発注者が認めた名札を着用すること。 

(２) 労働安全衛生 

ア 受注者は、労働関係の法令を遵守し、管理責任者及び業務従事者の健康管理・労働安全衛生に努

めること。 

イ 受注者は、労働安全衛生規則第４４条に基づく健康診断を年１回定期的に行い、その記録を保管

すること。なお、健康診断に係る経費は受注者が負担すること。 

(３) 交通手段 

受注者は、管理責任者及び業務従事者が通勤に自動車を使用する際に、発注者が確保している駐

車場を使用する場合には、月１，５００円を当該使用者から徴収し、発注者に納付すること。 

 

16．経費負担区分 

   委託業務遂行に必要な経費の負担区分は、別表２のとおりとする。 

 

17．備品・資料等の貸与及び適正管理 

(１) 貸与 

業務遂行上必要な備品・資料等については、発注者が受注者に貸与する。 

(２) 適正使用 

ア 発注者から貸与されている備品・資料等については、情報の漏洩、紛失、滅失、棄損、改ざん及

び不正アクセスの防止を行い、適正に使用しなければならない。 

イ 発注者から貸与されている備品・資料等については、発注者の許可なく複写・複製、目的外使用、

持ち出し、廃棄を行ってはいけない。 

ウ 発注者から貸与されている備品・資料等については、委託業務が完了したとき、又は契約が解除

されたときは発注者に返還し、又は発注者の指示に従い破棄しなければならない。 

 

18．業務の引継ぎ 

(１) 業務引継 

ア 受注者は、業務を開始するにあたり履行開始日以前の相当の期間を定めて引継計画書を策定する

とともに、業務の内容、数量、処理方法、処理経過、担当診療科、病棟の業務の特性等を示した書

類（マニュアル・フロー）及び発注者又は前の業務受注者との研修・打合せ等の方法により、履行

開始日当初より業務が適正且つ確実に行えるように受注者の責任と経費負担により引継ぎを行うこ

と。また、履行期間の途中に新たに開始する業務があるときも同様とする。 

イ 受注者は、業務が完了するとき、又は契約が解除されるときは業務の内容、 数量、処理方法、

処理経過、担当診療科及び病棟の業務の特性等を示した書類（マニュアル・フロー）を作成し、履

行終了日以前の相当の期間を定めて、研修・打合せ等の方法により発注者又は次に業務受注者とな

る者等の発注者が指定する者に対し、誠実に引継ぎを行うこと。 

ウ 受注者は、前後の業務受注者間の引継ぎにより、業務遂行に支障を生じさせること又は発注者に

負担がかかることがないようにすること。 

  なお、引継ぎの瑕疵により業務遂行に支障が生じ発注者に損害が発生した場合は、故意・過失の

所在・程度により前後の業務受注者の一方又は双方が連帯して損害を賠償すること。 

エ 受注者は、イの引継ぎの内容を書面により記録し、業務完了報告書とともに提出すること。 
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19．支払方法 

月額とし、支払いは毎月の業務報告書に基づく履行確認後とする。 

 

20．その他 

(１) 業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

(２) 打合せ等は業務の責任者（主任技術者）が立ち会い報告を書面で行うこと。 

(３) 業務の履行にあたり、故意・過失により、発注者及びその従業員もしくは第三者に損害を与えた場

合、その賠償をすること。また補償ができる保険に加入していること。 

(４) 本業務の契約にあたっては、「データ管理に関する覚書」を別途交わすこと。 

(５) 発注者は、業務を行う日、業務を行う時間もしくは業務内容等に変更が生じる場合は、受注者

と変更内容について協議し、双方の同意によってこれを変更することができる。 

(６) この仕様書に定めなき事項については、別途協議のうえ決定する。 


