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 －地方独立行政法人 明石市立市民病院 医療事務業務委託仕様書- 

 

 

この仕様書は、地方独立行政法人 明石市立市民病院における医療事務業務に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

1. 明石市立市民病院における業務委託が、適正かつ円滑に運用され、患者サービスの

向上に寄与することを目的とする。 

 

（業務遂行） 

2.  業務の遂行にあたっては、次の各号のとおりとする。 

(1)  契約書、仕様書の定めるところにより受託者の責任においてこれを行うこと。 

(2)  計画的に業務を履行し、実施計画書を提出すること。 

(3)  当院職員との連絡、調整、業務委託等に関する会議に要請があれば参加するこ

と。 

(4)  業務の遂行状況を、定期的に委託者へ報告を行うこと。報告方法は、委託者と

受託者、双方による十分な協議の上、決定することとする。 

 

（業務実施日及び業務時間） 

3.  業務実施日及び業務時間については次の各号のとおりとする。 

(1)  業務実施日は、委託期間のうち以下に掲げる日を除く日を基準とする。 

① 土曜日 

② 日曜日 

③ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

④  １月２日、１月３日及び１２月２９日から１２月３１日まで 

ただし、夜間・休日受付窓口業務の業務日においては、別紙委託業務詳細に記載

のとおりとする。 

年末については原則、内科及び小児科１日間の受付等の各業務を行うものとす

る。また、上記の①から④の日において、社会情勢を受け、委託者が特に開院す

ると定めた日については、委託者と受託者間で業務内容等について十分に協議

を行い、業務を行うものとする。 

(2) 業務時間は、８時３０分から１７時１５分までを基準とする。ただし、以下に

掲げる業務の業務時間においては別紙委託業務詳細に記載のとおりとする。 

① 紹介受付窓口業務  
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② コンシェルジュ業務  

③ 中央採血採尿室受付業務  

④ 夜間・休日受付窓口業務  

⑤  放射線科時間外受付業務  

 

（業務内容及び人員配置） 

4.  業務内容にあたっては、次の各号のとおりとする。 

(1)  主な業務内容は次のとおりとし、各業務及び窓口に人員を配置し委託業務を処

理すること。詳細は別紙の委託業務詳細のとおりとする。 

 

業務内容 詳細 

統括管理業務 

  業務管理 

  受託業務及び受託職員の統括管理 

  業務従事者の配置 

従事者の指導及び研修 

従事者の疑義照会等に関する総合窓口 ※病院職員との調整が必要な場合は適宜報告 

各業務における統括管理 

各部署で使用する周辺機器の管理、備品の在庫管理及び発注依頼 

業務マニュアル管理 

  業務マニュアルの作成及び更新 

業務マニュアルの提供 

業務改善に資する提案及び実行 

  患者サービス向上に資する取組 

業務効率向上に資する取組 

病院職員と受託者間における業務連絡及び調整 

  人員配置に関すること 

各種業務に関すること 

金銭の取扱に関すること 

患者受付窓口業務（平日時間内） 
 

新患受付窓口業務 

  初再診患者等の受付に関すること 

  診察申込書の記入依頼及び記入補助 

患者情報の確認及び登録 

保険証等資格確認及び登録 
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受付処理 

各種健康診断、検診、予防接種等の受付に関すること 

  診察申込書の記入依頼及び記入補助 

患者情報の確認及び登録 

所定用紙の確認 

保険証等資格確認及び登録 

受付処理 

入院患者の受付に関すること 

  

  

保険証等のコピー 

入院関係書類の内容確認 

平日時間内の救急受付に関すること 

  救急患者等の受付に関すること 

救急統計に関すること 

各種救急関連情報の報告に関すること 

診療支援アプリ「コンシェルジュ」に関すること 

  「コンシェルジュ」の登録関連業務 

パンフレットの在庫管理及び設置 

その他 

  面会等の入館手続き及び案内 

駐車券の減免処理 

ボランティア不在時の患者案内 

松葉杖の返却受取 

紹介受付窓口業務 

  地域医療連携における予約患者の受付に関すること 

紹介患者の受付に関すること 

文書窓口業務 

  各種証明書及び意見書等、文書に係る業務 

  文書作成依頼に係る受付業務 

文書交付に係る業務 

文書に係る問合せ及び疑義照会等への対応 

文書作成における進捗管理 

文書管理システム（MEDI-Papyrus）の運用に関すること 

  MEDI-Papyrusへの登録及び文書管理 

コンシェルジュ業務 

  患者案内及び対応 
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外来診療窓口業務（ブロック受付） 

  診察受付Ａ業務 
 

患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 

その他各診察受付における固有業務 

診察受付Ｂ業務 

  患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 

その他各診察受付における固有業務 

診察受付Ｃ業務 

  患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 

その他各診察受付における固有業務 

診察受付Ｄ業務 

  患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 

その他各診察受付における固有業務 

診察受付Ｅ兼内視鏡検査受付業務 

  患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 
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その他各診察受付における固有業務 

眼科受付業務 
 

患者の受付に関すること 

紹介状及び返書に関すること 

診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

院外薬局からの疑義照会に関すること 

即日入院患者発生時に係る関連業務 

その他各診察受付における固有業務 

中央採血採尿室受付業務 

  患者の受付に関すること 

各診察受付との連絡調整業務 

その他固有業務 

生理検査受付業務 

  患者の受付に関すること 

各診察受付及び病棟との連絡調整業務 

その他固有業務 

放射線科受付業務 

  患者の受付に関すること 

各診察受付及び病棟との連絡調整業務 

予約に関すること 

Ｘ線フィルム等の搬送及び整理に関すること 

その他固有業務 

ＭＲＩ受付業務 

  患者の受付に関すること 

各診察受付及び病棟との連絡調整業務 

予約に関すること 

Ｘ線フィルム等の搬送及び整理に関すること 

その他固有業務 

時間外患者受付窓口業務（平日時間外及び休日） 

  

  

  

  

  

  

夜間・休日受付窓口業務 
 

診察時間外医療事務業務 

  患者等の受付に関すること 

当直職員との連絡調整 

診療費計算に関すること 

診療費の収納に関すること 
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夜間・土曜日オープン検査業務に関すること 

即日入院患者の対応に関すること 

兵庫県広域災害・救急医療情報システムの対応に関すること 
 

EMISの登録及び問い合わせ対応 

その他 

  スキャン業務 

松葉杖の借用書記入依頼 

放射線科時間外受付業務 
 

放射線科時間外受付業務 
 

患者の受付及び案内に関すること 

患者情報の確認及び登録 

保険証等資格確認及び登録 

その他 

  紹介予約患者の書類作成及び管理 

費用請求及び収納に関すること 

医事会計業務 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

中央計算窓口業務 

  計算窓口業務に関すること 

  診察等終了患者の受付及び案内に関すること 

保険証等資格確認及び登録 

外来診療費の計算処理に関すること 

その他 

  未収患者の一時対応及び病院職員との連絡調整 

診療費等に係る問合せに関する連絡調整業務 

館内放送対応 

駐車券の減免処理 

各種伝票の整理及び保管 

忘れ物一時預かり対応 

収納窓口業務 
 

収納窓口業務に関すること 

  

  

  

診療費等の授受に関すること 

領収書、預り証の交付に関すること 

入金処理に関すること 

締め処理に関すること 

現金等の引継ぎに関すること 
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その他 

  

  

 

各種書類の内容確認 

預り金の管理及び報告に関すること 

各種伝票の整理及び保管 

入退院業務 

 患者サポートセンター業務 

 患者受付及び応対に関すること 

 入院書類等の案内及び入院時受付に関すること 

入院費等に係る問合せへの対応 

その他 

 入院パンフレット等必要書類の準備 

面談予約、入院日時等変更の対応 

診療記録管理業務 

  カルテ倉庫管理業務 

スキャナーセンター業務 

医療事務業務 
 

診療報酬請求業務 

査定・返戻・再審査請求業務 

その他診療報酬に関すること 

  診療報酬改定に関すること 

診療報酬に関わる会議に関すること 

レセプトチェックシステムに関すること 

未収金管理業務（外来） 

その他 
 

病院職員への外来診療報酬に関する連絡調整及び情報提供 

診療報酬に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

在宅療養患者の診療報酬請求の確認及び業者報告並びに病院職員への報告 

公費負担医療等事務及び請求業務 

 雑請求に関すること 

予防接種事業に関すること 

交通事故に関すること 

労災・公災に関すること 

治験に関すること 

生活保護法に関すること 

各種公費医療制度等の案内及び調整に関すること 
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その他 

  

  

感染症発生時の書類対応及び公費登録 

保健所への感染症発生報告 

病棟クラーク業務 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

各病棟におけるクラーク業務 

  

  

  

  

  

  

  

  

文書管理に関すること 

電子カルテ入力に関すること 

入退院業務に関すること 

窓口対応に関すること 

メッセンジャー業務に関すること 

スタッフステーション事務に関すること 

その他 

  自立患者の検査室等への送迎 

 

(2)  上記各業務において、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  苦情対応 

③  電話対応 

④  環境整備及び業務場所清掃 

⑤  業務開始のための準備、終了に向けての片付け 

⑥  業務に関連した文書の保管及び管理 

⑦  業務遂行のために必要な物品(病院指示分除く)及び関連書籍の用意 

(3)  業務内容の変更等に関すること、及び業務上起こりうる付随する業務に関して、

都度、委託者と受託者の双方による十分な協議の上で決定し、必要に応じて仕

様書の変更並びに柔軟な対応に努めることとする。 

 

（従事者の体制） 

5.  従事者の体制は、次の各号のとおりとする。 

(1) 従事者の配置は、想定される業務量に基づき、受託者の責任において、適正な

人員配置と業務内容に精通した人員を適材適所に配置すること。また、受託者

の体制、業務従事者の配置状況等は、変更がある都度、必ず委託者に届け出る

こと。各勤務部署に配置する員数は、本仕様書を参考とし業務に支障がないよ

うに配置すること。 

(2) 業務委託の全体の責任者として、業務の管理能力を有し、かつ委託業務全般に
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精通した統括責任者を配置すること。 

(3) 業務従事者の異動や休暇（急病を含む。）により患者サービスの低下、事務能率

の低下等を招かないこと。また、業務従事者が異動するときは、事前に委託者

の関係部署に報告し、事務打合せを行うこと。 

(4) 受託者は、継続的な品質の維持・向上に努めることとする。 

 

（服務事項） 

6.  服務事項については、次の各号のとおりとする。 

(1) 業務時間は、８時３０分から１７時１５分を基準とする。ただし、業務により、

延長する場合がある。業務延長が慣例化した場合、委託者と相談のうえ業務内

容の見直しを行うこと。 

(2) 統括責任者及び副統括責任者の業務範囲を明確にすること。 

(3) 当院と十分な連携を図りながら、業務の円滑な遂行に努め、問題発生時には誠

意をもって処理にあたること。 

(4) 従事者の資質向上を図るための指導・研修（診療報酬請求、接遇等）を実施す

ること。 

(5) 研修については、契約締結後１か月以内に実施計画書を提出し、実施した内容

を報告すること。 

(6) 医療情報の収集に努め、当院に対して、必要な情報の提供と適切な助言を行う

こと。 

(7) 従事者は服装と身だしなみを整え、患者に対する応接動作・行動については十

分に心掛け笑顔で接客すること。なお、制服については受託会社が負担し、会

社指定の制服を着用させること。 

 

（指導・研修等） 

7.  指導・研修等は、次の各号のとおりとする。 

(1) 業務に関する指導、教育、研修等は、受託者の責任において計画的に行うこと。 

(2) 業務の遂行に必要な医事知識、接遇等の研修を行うこととし、医療事務業務に

従事したことがない新規従事者には、必ず配置前にその研修を行うこと。 

(3) 診療報酬の改定、医療に関する法改正等があったときは、事態に即応して臨機

の処置をとれるよう研修を行うこと。 

(4) 業務従事者には、個人情報保護に関する指導、研修を行うこと。 

(5) 上記に掲げる指導、教育、研修等を実施した場合は、その内容を記載した報告

書を委託者に提出すること。 

(6) 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。また、作成した業務マニュアルは委託者に届け出ること。 
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（委託者の指示等） 

8.  この契約の履行に関して、委託者が受託者に対し指導、指示等が必要なときは第５

項（２）の規定により受託者が選任した責任者を通して行うものとする。 

 

（再委託等の禁止） 

9.  受託者は、委託業務の全部又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、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときは、この限りでない。 

 

（事務引継ぎ） 

10.  受託者が変更となる場合は、受託者は、新たな受託者の業務遂行に支障が生じない

よう、新たな受託者に事務の引継ぎを適切に行うこと。 

 

（個人情報の保護） 

11.この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いは、別紙「個人情報特記事

項」を遵守しなければならない。 

 

（労働法上の責任） 

12. 受託者は、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

会保険諸法令その他業務の従事者に対する法令上の対応に全て責任をもつこと。 

 

（盗難、事故等の対応） 

13. 院内における盗難、事故等の可能性があるときは、受託者は委託者に速やかに報告

するものとし、対応は協議の上決定する。 
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（病院概要） 

（１） 病床数 

３２９床（一般病床） 

 

（２） 診療科 

総合内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病内科、リウマチ・膠原病内科、健診科、

循環器内科、脳神経内科、消化器内科、心療内科・精神科、小児科、外科、一般

外科・乳腺外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、

耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、救急診療科、病理診断科、リハビリテーション

科 

 

（３） 診察時間 

午前９時００分から午後５時００分 

 

（４） 外来受付時間 

午前８時３０分から午前１１時３０分 

※各業務の業務時間については別紙委託業詳細の各項目に記載 

 

（５） 患者数（令和２年度） 

(ア) 入院１日平均患者数   ２３８人 

(イ) 外来１日平均患者数   ４７６人 

(ウ) 救急搬送１日平均患者数   ７人 

 

※上記内容は前年度実績であって、患者数を確約するものでないことに留意すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


