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医事業務委託契約に係る仕様書 

 

鹿児島市立病院（以下「発注者」という。）が、当契約業務を受託した者（以下「受注

者」という。）と契約する業務内容については、この仕様書の定めるところによるものと

する。 

 

１ 目 的 

医事業務を、専門的知識・経験・実績を有する業者に委託することで、専門的かつ効

率的・合理的に業務を遂行することを目的とする。 

 

２ 委託業務の項目等 

委託業務の項目は以下のとおりとし、委託業務内容は別紙１（業務内容詳細）のとお

りとする。 

ただし、別紙１に記載されていない業務であっても、運用上必要な業務は発注者と受

注者の双方で協議のうえ定めるものとする。 

(1) 統括管理業務 

(2) 外来診療報酬請求業務 

(3) 入院診療報酬請求業務 

(4) 初診受付業務 

(5) 再診受付業務 

(6) 各ブロック受付業務 

(7) 中央手術室業務 

(8) 総合カウンター受付業務及びフロント業務 

(9) 医事関係事務業務 

(10) 入院受付業務 

(11) 退院受付業務 

(12) 医事関係医療扶助事務等業務 

(13) 救命救急センター業務 

(14) 医療費等収納業務 

(15) 自動精算機による医療費等収納業務 

(16) 帳票類等の出力業務 

（17）医療連携室業務 

（18）総合案内業務 

（19）手話通訳業務 

(20）ＲＩ検査室業務 
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（21）全身用ＣＴ室業務  

(22) リニアック室業務 

(23) 放射線技術科受付業務 

(24) ＭＲＩ室業務 

(25) リハビリテーション技術科受付業務 

(26) 内視鏡室受付業務 

(27) 中央採血室受付業務 

(28) 中央図書室業務 

(29) 診療情報管理室業務 

(30) 病理診断科業務 

(31) 労災関係業務 

(32) 公費関係業務 

(33) 健診関係業務 

(34) 施設基準等の管理業務 

(35) 診断書発行窓口業務 

(36) クレジットカード対応業務 

なお、上記の各業務において、以下に掲げるものは基本的に全て委託業務の範囲内 

とする。 

① 患者対応 

② 職員対応 

③ 苦情対応 

④ 電話対応 

⑤ 環境整備、周辺清掃 

⑥ 業務開始のための準備、終了に向けての後片付け 

⑦ 事務文書保管・管理及び廃棄時の対応 

⑧ 時事、専門知識習得、業務遂行のための関連書籍の用意 

 

３ 勤務時間及び業務を要しない日 

業務時間及び業務を要しない日は、別に定める場合を除き以下のとおりとする。 

(1) 業務実施時間 

ア．時間内業務は、原則として８時３０分から１７時１５分までとする。 

イ．時間外業務は１７時１５分から翌日８時３０分までとする。 

ウ．労働基準法に定める休憩時間等は、業務に支障が生じることがないよう配慮して 

受注者側で調整を行う。 

(2) 業務を要しない日（救命救急センター業務を除く） 

ア．日曜日及び土曜日 
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イ．国民の祝日に関する法律（昭和23 年法律第178 号）に規定する国民の祝日 

ウ．年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの日、イに掲げる日を除く） 

エ．(2)のアからウまでに掲げる日であっても、病院長が必要と認める場合は変更する

ことがある。 

(3) 業務従事者が業務処理上の必要から、業務実施時間以外に業務を行う場合は、事前

に発注者へ申し出ること。 

(4) 医療環境等の変動により業務量に著しい変化が生じた場合には当事者間で協議のう

え定める。 

 

４ 用語の定義 

この仕様書における用語の定義は以下のとおりとする。 

(1)「業務管理責任者」とは、この委託業務処理における統括管理を行う者をいう。 

(2)「業務管理者」とは、現場管理業務を遂行する者をいう。 

(3)「業務リーダー」とは、各業務を代表し業務スタッフを統率する者をいう。 

(4)「業務スタッフ」とは、業務リーダー以外の業務を遂行する者をいう。 

(5)「業務従事者」とは、業務リーダー及び業務スタッフをいう。 

(6)「会計担当者」とは、診療報酬の算定方法及びその他諸法令に基づき当該医療行為

の診療報酬額を算定する者をいう。 

 

５ 「病院理念」及び「患者さんの権利と責務」の遵守 

発注者の定める「病院理念」、「患者さんの権利と責務」を十分理解し、その方針に

沿うよう業務を遂行すること。 

 

６  委託業務の基本的運用方針 

受注者は、下記水準を満たす業務を提供すること。 

(1) 医療業務の質の向上 

ア．発注者の医療機能を理解し、的確な対応を行うこと。 

① 医療情報システムを理解し、患者データ処理を迅速かつ正確に行うこと。 

② 発注者の提供する医療サービスに追加・変更があった場合は、迅速かつ正確に対

応すること。 

③ 医療安全・感染対策・本人確認を徹底すること。 

イ．委託業務について、発注者と連携して適正かつ確実に行うこと。 

① 診療報酬請求業務にかかる診療報酬改定や医療保険制度等についての情報を事前

に収集し、適正かつ確実に対応すること。 

② 多様な診療行為に対し、診療報酬等の請求可否を明確にし、発注者に情報提供す

ること。 
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ウ．法令遵守及び秘密の保持等 

① 受注者は法令遵守を徹底すること。 

② 個人情報等秘密の保持については、細心の注意を払うこと。 

（2）患者サービスの向上 

ア．患者等に対し適切な接遇態度で接すること。 

① 業務従事者は、親切、丁寧な接遇態度で患者等に接すること。 

② 患者等を待たせないことを原則とするが、やむを得ず待たせる場合には、待つこ

とに対する精神的ストレスを緩和する方策を図ること。 

③ 患者等のクレーム及び相談には、主体性をもって真摯かつ的確に対応すること。 

④ 患者等の要望を吸収し、最善の対処方法を発注者と協議し、実行すること。 

イ．定期的に業務従事者の身なりを含めた接遇が良好な品質で維持されているかを調

査し、発注者へ報告すること。また、接遇品質に問題がある場合には、問題解決

の対策を付加して病院へ報告すること。 

(3) 医療事務の効率化 

ア．下記を満たす確実な診療報酬請求を行うこと。 

① 現審査の点数ベースの査定率は０．３％以下になることを目標にすること。 

ただし、消極的算定は認められない。 

② 診療報酬の請求は受注者の請求知識のもと、適切に行うこと。 

③ 適正で積極的な請求を行い、増収に努め、請求漏れを防止すること。 

④ 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・削減に努め

るとともに、レセプト作成精度を向上すること。 

⑤ 算定方法やレセプトチェックが的確に行われているか、定期的に医事会計システ

ムや体制を確認すること。 

⑥ 定期的（６か月に１度、年２回）に、請求漏れの有無、誤請求、査定・返戻など

を分析することで、請求業務が良好な精度で維持されているかを調査し、発注者

へ報告すること。 

また、請求精度に問題がある場合には、問題解決の対策を付加して発注者へ報告

すること。 

⑦ 会計担当者には、会計担当者に発注者から伝達される診療行為情報に仮に一部漏

れがあったとしても、漏れを見逃さず算定に結び付けられるようなスキルを持たせ

ること。 

⑧ コーディングテキストに基づいた適切なＤＰＣ請求を行うこと。 

⑨ 医療制度、診療報酬制度及び公費医療負担制度等の制度改定について迅速に把握

し、発注者へ情報提供を行うこと。 

イ．専門的知識・実績・経験を有する業者として、医療事務効率化のために積極的な 

情報や知識を提供し、業務分析を通して効率化の具体策を提案・実行すること。 
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ウ．診療報酬・医療保険制度の改定の際には、積極的に改定情報を収集・提供し、そ

れに伴う影響調査を行い、病院経営健全化につながる収益増となる提案を行うこ

と。 

エ．全ての業務において業務改善提案（人員要求や機器購入などの要望ではなく、業

務の効率性が上がるような提案）を６ヶ月に１度（４月末、１０月末を提出期限と

する）発注者に文書で提出する。改善提案がない部署については改善が不要である

理由を明記すること。 

オ．医療事務を効率的に運用するために、最良の要員計画などを行い人員配置するこ

と。また、発注者各部門との連携をとること。 

カ．効率的に委託業務を処理するため、業務実施体制については患者数の変動及び業

務量の変化に応じて、柔軟性のある合理的な実施体制に見直すこと。 

キ．発注者との連絡・調整・業務委託に関する会議に出席すること。また、その他発

注者が出席を必要と認めた会議に出席すること。 

(4) 業務従事者の教育 

ア．毎月、診療報酬請求直後に請求事例を基として、算定知識・精度の向上を図るた

め、事例検討会を関連する業務従事者全員を対象に実施すること。  

イ．上記アを含め、毎月、業務従事者全員を対象に以下を主眼とする教育・研修を実

施すること。 

① 業務ごとに処理能力の向上に直接結びつくもの 

② 医療業務従事者としての基本的知識を身につけるもの 

③ 業務関連法令に関するもの 

ウ．実務上、教育・研修の必要が生じた場合には、遅延なく随時実施すること。 

エ．年度当初には、年間教育計画（日時、目的、講師、対象者、内容）を立案し、ま

た、毎月、教育・研修による具体的な効果を検証すること 

オ．業務従事者を院内外で行われる教育・研修に積極的に参加させること。 

カ．全ての教育・研修の計画、実施、その内容を発注者へ報告すること。 

キ．発注者が企画する研修会等についても、積極的に業務従事者の参加を呼び掛け、

双方の情報共有と能力向上を図ること。 

 

７ 業務体制 

受注者は、自己の責任において以下の業務体制を構築し、受託業務を円滑に遂行す

ること。また、各業務の作業手順を示したマニュアルを作成するとともに１部を病院

に提出すること。マニュアルに大幅な変更があったときも同様とする。 

（1）「業務管理責任者」の設置 

ア．受注者は業務管理責任者を設置し、受託業務を遂行すること。 

イ．業務管理責任者の責務 
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① 本仕様書に定める「１ 目的」を達成するための体制を構築し維持させること。 

② 業務従事者に本仕様書の定める「６ 委託業務の基本的運用方針」に沿った業務

を遂行させること。 

③ 円滑に業務を遂行できる人材と必要な人員の業務従事者を確保すること。 

④ 業務に遅延・質の低下を招かないように体制を構築し維持すること。 

⑤ 受注者は業務従事者の業務定着をはかること。 

ウ．業務管理責任者の選任の際には、書面により発注者側へ報告すること。また、変

更があった場合にも同様に報告すること。 

エ．「業務管理責任者」と「業務従事者」は兼務しないものとする。 

（2）「業務管理者」の設置 

ア．業務管理者を設置し、業務の履行時間（時間外及び休日業務を除く）には病院に

常駐し現場管理業務に専従させること。時間外及び休日業務中は、代行者を設置

し現場管理業務を兼務すること。 

イ．業務管理者が不在の場合には、その旨を発注者側へ報告し、代理責任者を配置す

ること。ただし、代理責任者は業務管理者と同程度の能力・経験を有する者とす

ること。 

ウ．業務管理者の責務 

① 業務管理者は業務管理責任者の統括管理のもとに、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、効率的な業務運営、適正

な事業収入の確保に取り組むこと。 

② 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

務運営に取り組むこと。 

③ 業務スタッフをよく統率し、業務従事者の知識の研鑽に努めると共に、業務改善

をはかること。 

（3）「業務リーダー」の設置 

ア．下記の業務ごとに業務リーダーを設置すること。 

① 外来受付関係業務 

② 外来診療報酬請求関係業務 

③ 入院診療報酬請求関係業務 

④ 救命救急センター業務 

⑤ 医療事務関係業務 

⑥ 診療情報管理室業務 

イ．業務リーダーの責務 

① 業務リーダーは、業務管理者の指導のもとに、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運営に取り組むこ

と。 
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② 「２ 委託業務の項目等」に定める業務を分担し同業務を担当する業務スタッ 

   フをよく統率すること。 

③ 病院が必要と認めた業務関連会議への参加・必要な資料の作成を行うこと。 

（4）「業務管理者」の要件 

ア. ４００床以上の病院で業務管理者として３年以上の経験を有すること。 

(5）「業務従事者」の要件 

業務従事者は下記の要件を満たすこと。医療環境等の変動により要件を満たせな

い場合には当事者間で協議のうえ定める。 

ア．業務従事者としての基本的要件 

① 厚生労働大臣が許可した医療事務教育機関で実施する医科または歯科の医療

事務技能試験又は検定の合格者であること。又は、それと同等の知識・技能

を有すること。 

② 直近５年以内に連続６か月以上の医療機関従事歴がある者が５割以上である 

ことが望ましい。 

③ 業務従事者の院内感染予防のため各種抗体検査、ワクチン接種を受けるこ

と。 

イ．業務ごとに基本的要件に付加すべき要件（上記「ア」と共に満たすこと） 

① 業務リーダー 

・担当する業務における３年以上の業務経験を有すること。 

・入院診療報酬請求関係業務の業務リーダーは、診療情報管理士もしくは診療録

管理士の資格を有しかつ日本病院会主催のＤＰＣコースを修学していること。

又は、それと同等の知識・技能を有すること。かつ、ＤＰＣコーディングにつ

いて、総合的な相談窓口となること。 

② 業務スタッフ 

【入院診療報酬請求関係業務】 

・２年以上のＤＰＣ対象病院での医科入院会計業務経験を有すること。又は、

それと同等の知識・技能を有すること。 

・ＤＰＣコーディングテキストと諸法令に沿ったコーディングができること。 

・医療事務試験合格者であること。医療事務試験の非合格者を従事させる場合

は、従事後１年以内に合格させるよう努めること。 

・直近１年以内に連続６か月以上のレセプトの点検業務経験及び医事業務従事

歴がある者が７割以上であること。全員が経験者であることが望ましい。 

【外来診療報酬請求関係業務】 

・１年以上の医科会計業務経験を有すること。又は、それと同等の知識・技能

を有すること。 

・医療事務試験合格者であること。医療事務試験の非合格者を従事させる場合
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は、従事後１年以内に合格させるよう努めること。 

・直近１年以内に連続６か月以上のレセプトの点検業務経験及び医事業務従事

歴がある者が５割以上であること。７割以上の者が上記の従事歴を満たして

いることが望ましい。 

【労災関係業務】 

・１年以上の医科会計業務経験を有し、手書きにてレセプト作成可能な者であ

ること。 

・直近１年以内に連続６か月以上の医事業務従事歴があることが望ましい。 

・関係法令に精通していること。 

【診療情報管理室業務】 

・ＤＰＣ業務を主として行うものについては、その５割以上が、診療情報管理

士の資格と１年以上の診療録管理の経験を有する者であることとし、その他

の従事者については、診療情報管理士の資格と同等の知識及び業務経験を有

するものであること。 

【救命救急センター業務】 

・毎日配属する者のうち１名以上は、外来会計業務の要件を満たすこと。 

・その他の者については、直近１年以内に連続６か月以上の医事業務従事歴が

あることが望ましい。 

(6) 業務従事者の報告 

ア．受注者は、年度当初に業務従事者名簿を提出するとともに、業務従事者として

新規に業務に従事する者がいる場合、遅滞なく下記の内容を書面により発注者

側へ報告すること。 

① 氏名（ふりがな付） 

② 本委託仕様書に定めるところの担当業務名及び役職名 

③ 業務従事者の要件を満たしていることを示す内容 

④ 業務履歴 

イ．担当業務の異動及び退職の際にも同様に報告すること。 

ウ．受注者は契約締結後２週間以内に業務管理責任者及び業務管理者について、職

務経歴が分かる名簿を提出すること。 

エ．受注者は引継ぎ開始時に全従事者の職務経歴と配置が分かる名簿を提出す 

ること。人員の増減がある場合は、その都度更新した名簿を提出すること。 

 

８ 人員配置 

（1）受注者は、別紙２（参考人員配置表）を参考に委託業務を遂行するための必要人員

を配置するとともに、常に正常な勤務体制を維持し適正な管理のもとに運営するこ

と。 
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（2）受注者は、受注者の事情により従事者に欠員を生じることのないよう代替要員の確

保等必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行のための必要な体制を整える

こと。 

 

９ 業務従事者の労務管理 

受注者は、業務従事者の労務管理並びに安全衛生管理については、十分な注意を払

い事故防止に努めるとともに、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険

法、職業安定法、社会保険法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険

法、その他の関係法令を順守し責任を負うものとする。 

 

１０ 秘密の保持 

受注者及び業務従事者は、業務の処理上、知り得た事項について、契約期間を問

わず、一切を第三者に漏らしてはならないものとする。 

 

１１ 施設、設備及び備品の使用 

（1）発注者は、施設、設備及び備品について従事者が業務遂行上必要な範囲内で貸与又

は、その使用を許可する。 

（2）従事者は、病院から貸与又は使用を許可された施設、設備及び備品等について善良

な管理の注意をもって保管、使用、管理等を行うこと。 

(3）事務機器については、ハード・ソフト共に発注者の無償貸与とする。 

ア．電子カルテシステム一式 

イ．医事会計システム一式 

ウ．自動再来受付システム一式 

エ．カルテ管理システム一式 

オ．健診システム一式 

カ．案内表示板システム一式 

キ．医療費自動清算機システム一式 

（4）委託業務遂行に必要最小限な下記の事務用品等については、発注者の負担とする。

ただし、従事者の机、椅子、ロッカーなどについては受注者の負担とし、所定の場 

所に配置すること。 

ア．患者に交付する帳票類 

イ．病院で保管する帳票類 

ウ．診療報酬請求に使用する帳票類 

エ．コンピュータからの出力用紙 

オ．委託業務に必要な消耗品・備品（専門書籍を除く）、光熱水費、通信費 

カ．その他に発注者が必要と認めて用意した消耗品・備品 
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（5）発注者は無償で従事者の私物等の保管場所を提供する。保管場所については発注者

が指定する。ただし、貴重品等の保管については、各自の責任とする。 

 

１２ 職場の規律等 

受注者は、従事者の品位の保持に努め、発注者の職場規律を考慮して行動させるこ

と。 

（1）服装 

ア．業務従事者が業務に従事する場合には、受注者にて用意された制服・名札を着

用し、清潔さを保つこと。 

イ．名札は左胸部につけること。 

（2）交通手段 

通勤に自動車を使用する際には、病院敷地の駐車場を使用しないこと。なお、業

務従事者にて駐車場を確保する場合は、合法的なものであること。 

（3）業務場所の整理整頓を常に行い、清潔を保つこと。 

（4）受注者は、医療機関に勤務していることを認識し患者及び来院者に接するときは常

に親切、丁寧明朗な接遇にあたり、かつ、勤務は正確､迅速に行なうこと。 

（5）（1）～（4）を遵守させるため、受注者は業務従事者に教育を行い、必要に応じて

指導を行うこと。また、（1）～（4）に掲げる要件以外であっても病院勤務者とし

て身に付けておくべき事項があれば遵守させるとともに、その内容を発注者に報告

すること。 

 

１３ 業務計画の作成 

（1）月毎に業務計画を作成し、前月の最終営業日までに発注者に文書で提出する。 

（2）業務計画に変更が生じた場合は、随時内容を更新する。 

（3）業務計画を作成・変更したときは、速やかに発注者へ報告すること。 

 

１４ 業務マニュアルの作成 

（1）各部署における業務マニュアルを作成し、業務従事者がそれに即した対応を行える 

ようにすること。 

（2）概ね６か月に一度、現況とマニュアルに乖離が生じていないか確認し、乖離がある 

場合はマニュアルの改訂を行うこと。 

（3）作成及び改訂した業務マニュアルは、その都度発注者に文書及びデータで提出する 

こと。 

 

１５ 業務引継ぎ 

 (1) 受注者は、業務従事者の変更が生じた場合は、業務引継ぎ及びマニュアル・フロー
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に基づいて教育研修を行い、業務の継続性を確保し、業務及び患者サービスの低下を

招かないようにすること。 

(2) 受注者は、業務が完了したとき、または契約が解除されたときは、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を作成

し、打ち合わせ等の方法により発注者または次に受注者となる者へ業務継続できるよ

うに引継ぎを行うこと。引継ぎの内容は書面により記録し、発注者に提出すること。 

(3) 受注者は、従事者の変更または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、発注者に負担がかかることのないようにすること。 

(4) 令和７年３月までの診療報酬請求については、月遅れ請求、未請求などについても

確実に引継ぎを行い、請求を確実に行うこと。 

 

１６ クレーム・トラブル対応・報告 

（1）受注者は対応マニュアル、連絡体制図を整備・適宜修正し、発注者に文書で提出す

るとともにマニュアルに基づき、真摯にかつ迅速に対応すること。 

（2）クレーム・トラブル等の発生時は関係部署と連絡を取り、受注者で責任をもって、

事態を収拾させること。 

（3）クレーム・トラブル等の対応後、直ちに発注者に報告すること。 

（4）連絡体制図には現場（病院）及び事業所（本社、支店、営業所等）におけるクレー

ム等対応に関する責任者を明示すること。 

 

１７ 事故発生時の対応・報告 

（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恐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、直ちに病院に報告すること。また、インシデ

ントレポートを提出し、再発防止に努めること。 

（2）事故発生時の対応 

事故発生時の対応方法及び緊急時の連絡体制を定めておくこと。また、必要に応

じて臨機応変に対応にあたること。 

 

１８ 災害発生時等対応 

（1）災害発生時の対応 

災害発生または多数の患者の来院が想定される事案が発生した場合は、臨機応変

にその対応にあたること。 

（2）訓練等への参加 

発注者が実施する災害訓練等に参加するよう努めること。 

（3）大規模災害時の体制 
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基幹災害拠点病院に指定されていることを考慮し、大規模災害が発生した場合の

方針と体制（本社、営業所などからの応援体制を含む）について発注者に文書で提

出するとともに、緊急事態発生時は速やかに対応すること。 

 

１９ その他 

（1）医療情報システム、電子カルテの更新等に伴う打合せ等への出席及び検証作業等に

協力すること。 

（2）発注者施設の造設や医療機能変更には、速やかに対応すること。 

（3）レセプト及びカルテ等の情報の院外持ち出しは認めない。 

（4）この仕様書に定めのない事項であっても、仕様書に定める業務に当然に付随する作

業及び受注者が提出した企画提案書履行に必要な事項など、業務履行上必要と判断

される事項については、委託業務の範囲内の業務として取り扱うものとする。な

お、委託業務の範囲内の業務として取り扱うかどうか不明なものについては、その

都度協議するものとする。 

（5）業務実施状況について病院長等に報告すること。（６か月に１度、年２回） 

（6）この仕様書における報告は原則、書面にて行うものとする。様式についてはその都

度協議して決定する。 
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経費負担区分表 

区分 病院 受託者 

事務室、更衣室 ○  

備品（机、椅子、棚、ロッカー）  ○ 

電算端末機器及び運用費 

※医事業務に使用するものに限る。業務管理や会社連絡等に 

使用するものは除く。 

○  

通信費（電話・ＦＡＸ・郵便・切手など） 

※医事業務に使用するものに限る。業務管理や会社連絡等に 

使用するものは除く。 

○  

収納業務に係る委託料・手数料（クレジットカード等） ○  

消耗品費（事務用品等） 

※医事業務に使用するものに限る。業務管理や会社連絡等に 

使用するものは除く。 

○  

印刷製本費（請求書、帳票等） 

※医事業務に使用するものに限る。業務管理や会社連絡等に 

使用するものは除く。 

○  

労務費（福利厚生費、健康診断費、被服費）  ○ 

教育研修費 

※診療報酬請求関係等の書籍購入含む 
 ○ 

交通費 

※病院駐車場は使用不可 
 ○ 
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業 務 内 容 詳 細 

  

１．統括管理業務 

(1) 業務リーダー・業務スタッフに関わる指導・管理 

(2)  業務体制に関わる管理 

① 委託業務に関わる「業務体制図」「業務手順手引書」を作成し報告すること。 

② 「①」は追加・変更・削除があった場合には、遅滞なく更新し報告すること。 

③ 「①」は第三者が容易に理解し、業務に即応できる内容であること。 

④ 「①」の業務体制図の内容は、以下を満たすこと。 

ア．組織体制図 

イ．業務担当配置図 

ウ．緊急時連絡ルート 

エ．業務リーダー一覧 

⑤ 「①」の業務手順手引書の内容は、以下を満たすこと。 

ア．業務全体の流れを記したフローチャート 

イ．業務内容の各項目一覧 

ウ．各項目の業務詳細 

エ．事故発生時の対応方法 

オ．トラブル・クレーム発生時の対応方法 

カ．「業務体制図」「業務手順手引書」を業務リーダー・業務スタッフへ周知する 

  こと。 

(3)  業務報告及び業務調査及び改善 

① 毎月「業務月報」を報告すること。 

② ３か月ごとに各業務における業務量を調査し報告すること。 

③ 日次、随時、月次、年次単位に業務量を調査すること。 

④ 発注者が必要とする院内行事への参加 

⑤ 発注者が必要とする医事データ調査に関わる協力 

⑥ 院内関係各科・各部署との連絡調整 

⑦ 関連業務に関わる情報提供 

⑧ 業務分析と対策策定・実施 

⑨ 業務スタッフに必要な教育・研修の立案と設定・実施 

⑩ レセプト処理業務担当者等と連携した査定傾向・原因分析を行い、診療科への情報

提供や査定防止対策を講じること 

⑪ レセプト処理業務担当者等と連携した原因分析及び診療科への情報提供や返戻防止 

対策を講じること。 

別紙１ 
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⑫ 返戻（過誤を含む）・保留レセプトの集計・報告 

⑬ 再審査請求依頼業務 

⑭ 業務従事者の業務の範囲 

⑮ 業務実施状況の院長等への報告（６か月に１度、年２回） 

(4)  受注者の会社固有の管理業務の遂行は、業務従事者業務の範囲外とすること。 

(5)  業務従事者が業務従事者業務以外の業務を代行することは、範囲外とすること。 

(6)  発注者への情報提供・提案は業務管理責任者と連携して行うこと。 

 

２．診療報酬請求業務等 

 (1) 外来診療報酬請求業務 

  ① 外来診療にかかる会計業務 

   ア．外来診療の算定及び修正会計による請求書作成 

イ．保険証の確認（毎月１回）など保険診療項目の算定上必要とする書類の確認 

   ウ．外来オーダー情報の取り込み 

   エ．コンピューターシステムに障害が発生したとき又はオーダー外の各種伝票による 

    診療行為に係る電算入力及び会計処理 

   オ．外来伝票及び基本スケジュール(患者診察案内書)の整理事務 

   カ．外来費明細書の発行 

キ．点検用レセプト印刷 

ク．外来レセプトの点検、補正及び集計、総括請求書出力・作成 

   ケ．社会保険レセプトの請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が支払基金へ請求 

書を提出するに際してはこれに同行する 

   コ．支払基金提出レセプトの過誤調整 

   サ．国民健康保険レセプトの請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が国保連合会 

へ請求書を提出するに際してはこれに同行する。 

   シ．国保連合会提出レセプトの過誤調整 

   ス．その他の保険レセプト請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が各保険者等へ 

請求書を提出するに際してはこれに同行する。 

   セ．その他の保険レセプトの過誤調整 

   ソ．各科別の診療収入内訳書及び診療報酬集計表の作成 

  ② 外来診療にかかる特殊請求業務 

   ア．他院入院中患者の外来診療診療費の病院間調整と他院への請求 

   イ．治験費請求業務、警察や裁判所等への患者負担金の請求 

   ウ．その他医事会計システムにて標準発行請求できない負担金の請求 

③ 取扱要領 



 

3 

 

   ア．外来診療録等について必要事項に係る記載漏れ及び疑義等を発見したときは、速 

    やかに発注者に連絡のうえ、発注者の指示を受け処理すること。 

   イ．補正、返戻、過誤等のある外来レセプトは、速やかに処理すること。 

   ウ．発注者の資料等は、汚損、破棄してはならない。又、必要な事項以外を記載しては 

ならない。 

  (2) 入院診療報酬請求業務 

   ① 業務内容 

    ア．入院診療の算定及び修正会計による請求書作成 

イ．保険証の確認（毎月１回）など保険診療項目の算定上必要とする書類の確認 

    ウ．入院オーダー情報の取り込み及びオーダー確認・修正 

    エ. 各種伝票による診療行為に係る電算入力、 

コンピューターシステムに障害が発生したときやオーダー外の各種伝票による 

診療行為に係る電算入力及び請求書印刷出力 

    オ．取込不可分の調査及びオーダー指示 

    カ．退院患者への入院納付書の配付（窓口、病棟） 

キ．入院費明細書の発行 

ク．点検用レセプト印刷 

ケ. 入院レセプトの点検、補正及び集計、総括請求書作成・出力 

    コ．社会保険レセプトの請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が支払基金へ請

求書を提出するに際してはこれに同行する。 

    サ．支払基金提出レセプトの過誤調整 

    シ．国民健康保険レセプトの請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が国保連合

会へ請求書を提出するに際してはこれに同行する。 

    ス．国保連合会提出レセプトの過誤調整 

    セ．その他の保険レセプト請求書を発注者へ提出するとともに、発注者が各保険者等

へ請求書を提出するに際してはこれに同行する。 

    ソ．その他の保険レセプトの過誤調整 

    タ．各科別の診療収入内訳書及び診療報酬集計表の作成 

    チ．入院患者への納付書配布（毎月１５日、ただし１５日が土、日曜日または祝日の 

場合は、翌診療日） 

    ツ．入院患者への入院費用の概算額配付 

    テ．出産育児一時金直接支払制度の受付及び支払側への請求事務 

② 取扱要領 

    外来診療報酬請求業務の取扱に準ずる。 

  (3) 初診受付業務 
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   ① 業務内容 

ア．初診受付の際の保険証資格有無の確認（オンライン資格確認を含む） 

イ．マイナンバーカードの保険証利用応対業務 

ウ．初診患者に対する受付機による受付票の発行 

    エ．患者登録及び診察券の作成 

    オ．診療申込書の各科別分類 

    カ．紹介状を持参した患者について、医療連携システムへ患者情報及び紹介元医療機

関基本情報の登録並びに紹介状のスキャナー取り込み、電子カルテへの登録 

    キ．救急患者の場合の時間外対応 

    ク．端末機器、呼出画面の故障等トラブル時の対応 

 (4) 再診受付業務 

  ① 業務時間・・午前６時５０分から午前１１時２０分まで 

   ② 業務内容 

ア．自動再来受付機等との情報通信用コンピューター端末機の起動 

イ．再診患者に対する自動再来受付機の利用案内及び操作方法の説明 

    ウ．自動再来受付機の受付票用紙等の保守管理 

    エ．再来受付機の故障等トラブル時の対応 

    オ．フロアー案内業務 

 (5) 各ブロック受付業務 

  ① 業務時間・・午前８時１５分から午後５時まで 

   ② 診療科（９ブロック２９科） 

・Ａブロック(内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、血液・膠原病内科、循環器内

科) 

・Ｂブロック(消化器内科、腎臓内科、腫瘍内科、消化器外科、呼吸器外科、放射線科、

麻酔科、メンタル外来) 

・Ｃブロック(整形外科、脳神経外科、脳神経内科) 

・Ｄブロック(眼科、耳鼻咽喉科) 

・Ｅブロック(産科、婦人科) 

・Ｆブロック(婦人科、乳腺外科、泌尿器科) 

・Ｇブロック(皮膚科、心臓血管外科、形成外科) 

・Ｈブロック(歯科、歯科口腔外科) 

・Ｉブロック(小児科、小児外科、新生児内科) 

   ③ 業務内容 

 ア．診察順番表示機等の起動 

    イ．患者に対する窓口応対及び呼び出し業務 
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    ウ．基本スケジュール（患者診察案内書）の出力 

エ．保管中の診療録の準備と診察室ごとの振り分け業務（電子カルテ導入後、初回受

診患者等のみ） 

    オ. 紹介状を持参した患者について、医療連携システムへ患者情報及び紹介元・紹介

先の医療機関基本情報を登録及びスキャナー取り込み、電子カルテへの登録 

    カ．コンピューターシステムの障害発生時又はオーダー外の処方箋及び各診療科処置 

伝票に診察券によりインプリントする。 

    キ．外来診療録の整理及び管理 

    ク．保留分レセプトの選別、訂正 

ケ．医療扶助レセプトの点検 

コ．レセプト修正 

サ．診療関係資料の整理 

    シ．電話応対 

   ス．診断書及び関係資料等のスキャナー取り込み、電子カルテへの登録 

    セ．カウンター業務 

    ソ．午後１時以降の予約患者応対業務 

    タ．その他受付業務に付帯する業務 

    チ．予約一覧表の出力及び予約患者のカルテ抽出作業 

ツ．保険証の確認（毎月１回、オンライン資格確認） 

テ．マイナンバーカード保険証利用への応対業務 

(6) 中央手術室業務 

   ① 業務内容 

ア．手術実施の内容確認 

イ．術前用紙出力・作成 

ウ．特材及び置き材の使用状況の業者への連絡と納品作業 

エ．電話対応 

オ．医事係（入院会計）との連絡・調整 

カ．窓口業務（スタッフ及び業者対応） 

キ. 手術室前の当日勤務者名札の変更 

(7) 総合カウンター受付業務及びフロント業務 

① 業務時間・・午前８時～午後５時１５分 

   ② 業務内容 

    ア．保険証の確認（毎月１回、オンライン資格確認） 

    イ．マイナンバーカード保険証利用時の応対業務 

    ウ．初診受付、予防接種受付、健康診断受付、診察券の発行（初診受付業務と並行） 
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    エ．休診案内 

    オ．基本スケジュール(患者診察案内書)確認後の患者への会計票の発行、電算入力担 

当への送付 

    カ．カウンターでの基本スケジュール(患者診察案内書)の整理及び振り分け 

    キ．プリンター出力業務処理（納入通知書及び診療明細書の銀行窓口への送付） 

    ク．未収金に係る電算入力 

    ケ．還付対応 

コ．誓約書(分納誓約書含む)の受付 

サ．入院、外来未収金の確認分納付書の発送業務 

    シ．電算入力後の基本スケジュール(患者診察案内書)の各科別の整理及び処分 

    ス．院内駐車場利用の外来患者等に対する認証機の対応（外来患者、健康診断患者、 

検査結果を聞きに来院した患者で駐車場を利用している者等） 

    セ．納入済通知書の各科別集計処理（医事関係業務と並行） 

    ソ．医療助成金支給申請書の受付、証明及び送付業務 

    タ．産科医療補償制度の受付  

(8) 医事関係事務業務 

   ① 業務内容 

    ア．前日の伝票の整理 

    イ．領収済通知書の点検、領収スタンプ印の確認 

    ウ．未収入金分の入力、納付済通知書の各科別分類及び集計 

    エ．電算出力リスト、伝票、銀行集計類の照合 

    オ．後払い関係入金額の各科別分類及び集計 

    カ．交通事故及び自費患者診療費細書作成、発送事務 

    キ．入金消し込み業務（通帳振込分、保険会社振込分） 

    ク．医師意見書管理業務（介護保険主治医意見書、障害程度区分認定の医師意見書） 

     ・書類受付 

     ・医師への作成依頼・回収 

     ・書類提出先の点検・修正依頼 

     ・請求書作成 

     ・意見書送付 

     ・保険者からの問い合わせ応対 

     ・障害者総合支援法医師意見書作成依頼の処理及び意見書送付 

ケ．診療報酬の増減点・返戻業務及びそれに関わる内容報告 

    コ．産科医療補償制度管理業務 

    サ．裁判所及び保険会社等からの照会回答業務 
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    シ．事務書類の保管、廃棄 

ス．カルテ開示業務 

     ・開示請求受付、交付 

・対象カルテ等の印刷 

  (9) 入院受付業務 

   ① 業務内容 

    ア．入院患者の受け付け 

    イ．入院患者の氏名、年齢、保険種別、住所等の基本情報の電算確認及び入力 

ウ．リストバンドの作成 

    エ．入院台帳の作成業務（入院証の情報含む） 

    オ．各種証明書作成（医療費証明、乳幼児、障害者及び学校関係等） 

    カ．入院証の受け付け、電算登録業務 

  (10) 退院受付業務 

   ① 業務内容 

    ア．退院受け付け、支払い確認後、退院証発行 

    イ．各種証明書発行（医療費証明、乳幼児、障害者及び学校関係等） 

    ウ．入院関係納付書発送（追加分、未納分、死亡退院等） 

    エ．誓約書(分納誓約書含む)の受付 

    オ．前日分の医業収益、患者数（日計、月計）の発注者への報告 

    カ．おむつ使用料等の請求 

    キ．入院費明細書の交付 

(11) 医事関係医療扶助事務等業務 

   ① 業務内容 

    ア．電算関係業務 

     ・レセプト再発行、レセプト整理、レセプト保留解除（電算入力） 

    イ．医療扶助関係事務 

     ・要否意見書の整理、作成のためのカルテ検索、医療券受領、医療券受給者番号の

電算入力 

     ・措置入院患者の医療費等の請求書発送 

    ウ．後払い関係事務 

     ・後払い入金内訳作成（社会保険、国民健康保険） 

      ・労災及び医療費、内訳控作成、発送 

    エ．その他の事務 

      ・科別診療収入資料作成 

       ・交通事故入力 
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      ・その他医事関係 

 (12) 救命救急センター業務 

   ① 業務日時 

ア. 業務日  ：毎日 

イ．業務時間 ：終日 

   ② 業務内容 

ア. 搬入患者の登録 

イ．外来休診日の新生児センタ－・産科受診患者の登録 

ウ．外来患者医療費の請求及び収納事務 

エ．医療費の当日未納者からの誓約書(分納誓約書含む)の受付 

（外来診療日の午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで及び休診日） 

      オ．救急患者搬入台帳の電算入力 

      カ．投薬の際の薬剤科からの薬剤受け取り 

（外来診療日の午後５時１５分から翌日午前８時３０分まで及び休診日） 

       キ．紹介状を持参した患者について、医療連携システムへ患者情報及び紹介元・紹介 

先の医療機関基本情報を登録及びスキャナーでの取り込み、電子カルテへの登録 

    ク．診断書及び関係資料等のスキャナー取り込みと当該診療科への配布、並びに電子

カルテへの登録 

    ケ．入院患者のリストバンド出力 

    コ．看護師の申し送り時の電話対応 

    サ．救急患者の家族の病室への案内 

    シ．医療費助成の申請手続き 

    ス．輸血血液の取り寄せ及び病棟への配送 

    セ．ドクターヘリ及びドクターカーに係る他医療機関への保険証の確認及び請求書の

送付 

   ③ 実施要領 

    別紙３「実施要領」のとおり。 

 (13) 医療費等収納業務 

   ① 業務時間・・午前８時３０分から午前９時３０分と午後１２時から１３時及び午後 

２時３０分から午後５時１５分まで。 

   ② 業務内容 

    ア．医療費等、市立病院に払い込まれるすべての公金の収納業務（ただし、駐車場使

     用料を除く） 

   ③ 実施要領 

    別紙３「実施要領」のとおり。 
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(14) 自動精算機による医療費等収納業務 

① 業務時間・・１日１時間程度 

   ② 業務内容 

   ア．外来患者に対する自動精算機の利用案内及び操作方法の説明 

   イ．自動精算機及び管理サーバの起動及び釣り銭の投入 

ウ．自動精算機に入金された医療費及び釣り銭の回収と公金取扱金融機関（以下「金

融機関」という。）への預け入れ 

   エ．自動精算機の領収書用紙及び釣り銭の補充等の保守管理 

   オ．自動精算機の故障などトラブル時の対応 

② 取扱要領 

 ア．業務に必要な釣り銭は、受注者において準備するものとする。 

   イ．自動精算機に入金された医療費及び釣り銭は、午後２時３０分までに回収し、金

額を日計表と確認のうえ、午後３時までに金融機関に預け入れるものとする。 

(15) 帳票類等の出力業務 

① 業務内容 

ア．外来及び入院レセプト、納入通知書、医事関係資料等の電算出力 

イ．リストバンドの電算出力 

（16） 医療連携室業務 

   ① 業務内容 

    ア．紹介状の受付（内容確認）及び連携システム登録など、紹介状の受付管理 

    イ．返書の発送（内容確認）及び連携システム登録など、返書の管理 

    ウ．連携システムによる各種統計処理 

    エ．連携医療機関への連絡及び医療機関登録 

    オ．各科の返書の収集及び内容確認 

    カ．電話応対業務 

 

３．その他業務 

  (1) 総合案内業務  

   ① 業務時間・・午前８時から午後４時３０分まで 

   ② 業務内容 

    ア．来院者の院内案内、関係部署への連絡 

    イ．玄関周辺の美観保持 

    ウ．正面玄関配置の車椅子の整理 

    エ．クレーム・トラブルの対応及び担当部署への連絡 

    オ．コンシュルジュ業務 
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(2) 手話通訳業務 

   ① 業務内容 

    ア．外来患者及び入院患者に対する手話通訳 

    イ．患者の家族等に対する手話通訳 

(3) ＲＩ検査業務 

① 業務内容 

ア．患者受付、対応業務 

  ・受付票発行および検査案内 

イ．事務業務 

  ・検査スケジュール調整 

  ・関係各科との業務連絡 

  ・医事会計入力 

  ・薬品在庫の確認及び発注連絡 

  ・検査前の準備 

  ・統計等の帳簿類の作成 

ウ．その他 

  ・環境整備業務 

  ・リネンの準備 

(4) 全身 CT室業務 

   ① 業務内容 

ア．患者受付、対応業務 

・検査案内 

・検査予約確認 

・使用造影剤の確認 

    イ．事務業務 

・統計等の帳簿類の作成 

  ・医事会計入力 

・検査スケジュール調整 

・造影剤の在庫確認 

ウ．その他 

・環境整備業務 

・リネンの準備 

(5) リニアック室業務 

① 業務内容 

ア．患者受付、対応業務 
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イ．事務業務 

  ・関係各科との業務連絡 

  ・医事会計入力 

  ・統計及び会議資料等や帳簿類の作成 

ウ．その他 

  ・環境整備業務 

  ・リネンの準備 

(6) 放射線技術科受付業務 

① 業務内容 

ア．患者受付、対応業務 

  ・受付票発行および検査案内 

  ・透視検査の予約確認 

イ．事務業務 

  ・関係各科との業務連絡 

  ・紹介画像のオーダー確認 

  ・受付票、依頼箋の管理 

  ・統計及び会議資料等や帳簿類の作成 

ウ．その他 

  ・環境整備業務 

  ・リネンの準備 

 (7) ＭＲＩ室業務 

   ① 業務内容 

ア．患者受付、対応業務 

・検査案内 

・検査予約確認 

・使用造影剤の確認 

    イ．事務業務 

・統計等の帳簿類の作成 

・検査予約業務 

・造影剤の在庫確認及び発注連絡 

・検査確認書の管理 

ウ．その他 

・環境整備業務 

・リネンの管理 

 (8) リハビリテーション技術科受付業務 
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   ① 業務時間・・午前８時～午後４時４５分 

    ② 業務内容 

    ア．患者受け付け（外来患者は、受付会計入力及び外来予約等の管理） 

    イ. 新患処方受付（処方箋チェック、新患電子カルテ取り込みと登録） 

    ウ．文書（実施計画書、サマリー等）のスキャナー取り込み、スキャン文書保管依頼 

    エ．電子カルテチェック（単位数、疾患別リハなど） 

    オ．退院患者チェック、書類の処理 

    カ．カンファの資料作成 

    キ．その他リハビリ受付業務に関すること（電話対応など） 

  (9) 内視鏡室受付業務 

   ① 業務内容 

    ア．患者受付、対応業務 

     ・受診票の出力及び薬剤チェックリストの差し込み 

     ・追加オーダーの対応、ネームラベルの打ち出し 

     ・更衣室、ロッカー、更衣の案内（鍵の貸し出し、忘れ物チェック含む） 

    イ．事務業務 

     ・進捗状況の表示 

     ・必要書類のコピー、事務用品等の補充と請求 

     ・洗浄履歴の入力 

    ウ．その他 

     ・環境整備業務 

(10) 中央採血室受付業務 

   ① 業務時間・・午前７時４５分から午前１１時４５分 

   ② 業務内容 

    ア．採血・採尿受付機の受付案内、誘導 

    イ．患者の誘導、他部署への連絡 

 (11) 中央図書室業務 

   ① 業務内容 

    ア．図書の貸出し 

    イ．図書の分類、整理 

    ウ．図書原簿の作成 

    エ．新着図書の受け入れ、整理 

    オ．文献複写の受付及び取り寄せ 

    カ．患者図書コーナーの整理 

    キ．その他図書室業務に関すること 
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 (10) 診療情報管理室業務 

   ① 業務内容 

    ア．カルテの質的監査と結果の指導、保管、分類整理 

    イ．カルテの原簿作成（入院継続患者のみ） 

    ウ．入院カルテの製本（入院継続患者のみ） 

    エ．カルテの貸出し、返却に関すること 

    オ．中央カルテ管理室に保管するスキャナー文書の貸出し、返却に関すること 

    カ． 保存期間経過後のカルテの廃止に関すること（廃止については、発注者の指示に

よる） 

    キ．文書のスキャナー、スキャナー文書の保管 

    ク．ＤＰＣ業務 

     ・診療録の記載を確認し期日までにＤＰＣ様式作成 

     ・ＤＰＣコーディング及びＤＰＣ分析、資料作成 

     ・ＤＰＣデータに基づく経営方針へのデータ提供 

     ・ＤＰＣ特定病院群等、他病院とのデータ比較 

 ・厚生労働省が行うＤＰＣデータに関する調査業務 

ケ．サマリ管理及び情報入力業務 

コ．その他カルテ管理に関すること 

 (11) 病理診断科業務 

   ① 業務内容 

    ア．病理検体の受付 

    イ．病理検査事務作業 

    ウ．病理医の切り出し介助 

    エ．病理標本作製業務 

      ・パラフィンブロックの作製（外科病理・解剖例） 

      ・ミクロトームによるパラフィンブロックの薄切（ＨＥ染色・特殊染色・免疫 

染色用切片の作製） 

      ・自動染色装置による染色操作及び封入 

      ・パラフィンブロック及びガラス標本の整理 

     オ．ホルマリン固定後の手術材料の整理 

 （12） 労災関係業務 

    ① 業務内容 

    ア．労災・公災・自賠責の受付、保険登録、受付状況の登録、請求事務 

    イ．症状照会や意見書の取りまとめ 

（13） 公費関係業務 
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   ① 業務内容 

    ア．公費申請（小児慢性特定疾患、特定疾患、肝炎治療、自立支援、乳幼児医療費 

助成等）の手続き（新規・更新）及び受給者証確認関係 

イ. 公費申請 （小児慢性特定疾患、特定疾患、肝炎治療、自立支援、乳幼児医療費 

助成等、公害認定関係）の請求業務 

ウ. 公費申請・健診（小児慢性特定疾患、特定疾患、肝炎治療、自立支援、乳幼児医

療費助成等）の問い合わせ対応業務 

 （14） 健診関係業務 

   ① 業務内容 

    ア．鹿児島市生活習慣病予防健診及びがん検診の受付 

・登録及び結果発送料金請求業務 

    イ. 市町村と契約する妊婦・産婦・乳幼児健診等の請求業務 

（15） 施設基準等の管理業務 

   ① 業務内容 

    ア. 申請（新規・更新）や現況報告届の作成補助 

    イ. 院内の質疑応答対応及び連絡 

    ウ．保険診療等に関する研修会開催（年２回） 

    エ．情報収集及び運用案の提示 

   オ．支払基金及び厚生局等への疑義照会 

(16） 診断書発行窓口業務 

   ① 業務内容 

    ア．診断書発行の申請書受付と申請者への説明 

    イ．申請内容のシステム入力、管理、関係科への作成依頼 

    ウ．診断書の集約及び作成が遅れている等の申請者への連絡 

    エ．会計確認後の公印済診断書の受け渡し 

    オ．診断書に関する問合せ 

（17） クレジットカード対応業務 

   ① 業務日時 

    業務日   救命救急センターは毎日。 

    業務時間  救命救急センターは終日。 

② 業務内容 

ア．クレジットカード払いの受付手続き 

イ．クレジット売上表の整理、保管 

ウ．日報・月報での件数、金額等の報告 

エ．所定の封筒によるカード会社への日計伝票の送付    
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【特記事項】 

 ・前項業務において、医療行為以外の付帯業務を行う場合もある。 

・受注者が提出した企画提案書の履行については、誠実に取り組むこと。 

 ・特定共同指導や病院機能評価等に対しては、受注者の求めに応じ誠実に対応すること。 



1 統括管理業務 1 平日 医事情報課

2 外来診療報酬請求業務（外来会計） 6 平日 医事情報課

3 入院診療報酬請求業務 10 平日 医事情報課

4 初診受付業務 4 平日 中央カウンター

5 再診受付業務 2 平日 自動再来受付機

6 各ブロック受付業務（診療報酬請求業務を含む） 20 平日 外来ブロック

7 中央手術室業務 1 平日 中央手術室

8 総合カウンター受付業務及びフロント業務 6 平日 中央カウンター

9 医事関係事務業務 0 兼務 医事情報課

10 入院受付業務 1 平日 医事情報課

11 退院受付業務 2 平日 医事情報課

12 医事関係医療扶助事務等業務 2 平日 医事情報課

13 救命救急センター業務 7 全日 救命救急センター

14 医療費等収納業務 1 平日 中央カウンター

15 自動精算機による医療費等収納業務 0 兼務 自動精算機

16 帳票類等の出力業務 0 兼務 医事情報課

17 医療連携室業務 2 平日 医療連携室

18 総合案内業務 2 平日 玄関案内

19 手話通訳業務 1 平日 中央カウンター

20 ＲＩ検査室業務 1 平日 放射線技術科

21 全身用ＣＴ室業務 2 平日 放射線技術科

22 リニアック室業務 1 平日 放射線技術科

23 放射線技術科受付業務 2 平日 放射線技術科

24 ＭＲＩ室業務 1 平日 放射線技術科

25 リハビリテーション技術科受付業務 2 平日 リハ技術科受付

26 内視鏡室受付業務 2 平日 内視鏡室

27 中央採血室受付業務 1 平日 中央採血室

28 中央図書室業務 1 平日 中央図書室

29 診療情報管理室業務 9 平日 診療情報管理室

30 病理診断科業務 1 平日 病理診断科

31 労災関係業務 1 平日 医事情報課

32 公費関係業務 1 平日 医事情報課

33 健診関係業務 0 兼務 医事情報課

34 施設基準等の管理業務 1 平日 医事情報課

35 診断書発行窓口業務 3 平日 中央カウンター

36  クレジットカード対応業務 0 兼務 中央カウンター

合　計 97.0

参考人員配置表

NO 業務名 人員 出勤日 業務場所
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平日銀行業務開始前、昼休憩時間及び終了後並びに救命救急センターにおける医療費 

等収納業務実施要領 

 

 

 平日銀行業務開始前、昼休憩時間及び終了後、並びに救命救急センターにおける医療費等収

納業務は、次のとおり実施するものとする。 

 

（領収書の交付） 

１．医療費等を収納したときは、収入事務受託者の印を押印した領収書を必ず納入者に交付し 

なければならない。 

 

（収納金の払い込み） 

２．収納した現金は、金融機関の翌営業日の正午までに鹿児島市病院事業出納取扱金融機関に 

払い込まなければならない。ただし、午前８時３０分から午前９時３０分までに収納した現金

は、当該収納日の正午までに同金融機関へ払い込まなければならない。 

 

（受託収納内訳書の提出） 

３．現金を収納したときは、２．により現金を払い込んだ後、受託収納内訳書を作成し、発注者

に提出しなければならない。 

 

（損害賠償責任保険への加入） 

４．収納した現金の保管には万全を期すとともに、現金の取扱いに係る損害賠償責任保険へ加 

入し、当該保険の加入を証する保険証書の写しを発注者へ提出しなければならない。 

 

（収入事務受託者証票の掲示） 

５．本業務を行うときは、収入事務受託者証票を、納付者から見やすい場所に掲示しなければ 

ならない。 

 

（釣り銭の用意） 

６．本業務において必要とする釣り銭は、受託者において用意するものとする。 
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    病 院 概 要 

１ 病床数 

５７４床（一般５６８床 感染症６床） 

 

２ 診療科  ３２科 

  内科、糖尿病・内分泌内科、血液・膠原病内科、腎臓内科、脳神経内科、消化器

内科、腫瘍内科、循環器内科、呼吸器内科、リウマチ科、小児科、新生児内科、

精神科、放射線科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外

科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳

鼻咽喉科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、救急科、病理診断科  

 

３ 標榜診療時間 

８時３０分～１７時１５分（受付時間８時３０分～１１時） 

 

４ 平均延患者数（令和元年度） 

入 院 ５１４人／日 

外 来 ７９０人／日 

 

５ 平均入院・退院 患者数（令和元年度） 

  入院 ６２人／日 

  退院 ６２人／日 

 

６ 平均診療報酬請求書件数（令和元年度） 

入 院  １，６００件／月 

外 来    ９，６１５件／月 

 

７ 救急受付患者数（令和元年度） 

入 院  １３人／日 

外 来  １６人／日 

 

８ 病院情報システム概要 

(1) 医事会計システム      ：富士通 HOPE/X-W 

(2) 電子カルテシステム     ：富士通 HOPE/EGMAIN-GX Ver8 

(3) ＤＰＣシステム  ：電子カルテからの入力（分析は 富士通 DpcCompass） 

(4) 診療情報管理システム ：病歴大将 
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(5) 検診システム       ：富士通 HOPE/WEBH@INS-GX 

(6) レセプトチェックシステム：レセプト博士 

(7) 未収管理システム        ：富士通 未収管理システム 

(8) 眼科・耳鼻科ファイリングシステム：Ｂｅｅｌｉｎｅ 

(9) 産科支援システム        ：アトムメディカル 

(10) 診断書作成支援         ：メディパピルス 

【その他】 

(1) 外来待ち案内表示：富士通ゼネラル 

(2) 再来受付機：アルメックス 

(3) 自動精算機：アルメックス 

(4) 会計受付：アルメックス 

(5) 産科支援システム：アトムメディカル 

 

   


