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 （委託業務詳細） 

１ 統括管理業務 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 （１）受託業務及び受託職員の統括管理に関すること 

 ・各業務における受託業務及び受託職員の管理及び連絡調整 

 ・自動精算機での精算患者の対応 

 ・各部署等で使用する周辺機器の管理と必要備品の在庫管理及び発注依頼 

  ・各部署等で使用する周辺機器のエラー発生時等の一時対応 

 ・予約患者の資格確認（オンライン事前資格確認） 

 

（２）業務マニュアルの管理に関すること 

 ・各業務マニュアルの作成、点検及び更新指示 

・各業務マニュアルの病院への提出 

 

（３）業務改善に資する提案及び実行 

 ・サービス向上に関する提案及び実施 

 ・業務効率向上に関する提案及び実施 

 

（４）病院との連絡及び調整に関すること 

 ・患者支援課長へ人員配置表の提出（毎月） 

 ・患者支援課へ受付対応表の提出（毎月） 

 ・患者クレーム対応及び総合相談窓口相談個別票による病院への報告 

 ・院内関係各科・各部署との連絡調整 

 ・休診・代診等の取りまとめと関係部署への報告及び掲示 

 ・乳がん検診の医師会への報告取りまとめと提出準備及び病院職員への引き渡し 

 ・夜間・休日受付の売上金、釣銭の確認及び入金機投入及び病院職員への引継ぎ 

 ・収納窓口の売上金、釣銭の確認及び入金機投入及び病院職員への引継ぎ 

・自動精算機の売上金回収、翌日釣銭の投入（担当者２名、管理者１名が警備員 

立会いの下行うこと） 

・自動精算機の締め処理及び入金機投入及び病院職員への引継ぎ 

・自動精算機の自動稼働開始設定、 

・自動精算機の釣銭不足時補充等対応 

・自動精算機のエラー発生時等対応（駐車券処理機含む) 

・自動精算機鍵及びカードについて病院職員より借り受け及び返却 

・病院職員より釣銭準備金の受け取り及び準備 

・電話再診のＦＡＸ送信件数の管理及び経営企画課への提出 
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・患者支援課長への入退職者報告及び情報システム課への職員ＩＤ及びパスワー 

ド登録依頼 

 

２ 新患受付窓口業務 

 

 （１）初診・再診患者等の受付に関すること  

 ・紹介状有無確認 

 ・初再診時選定療養費説明及び同意取得、同意書のスキャナ依頼 

 ・保険証等資格確認(オンライン資格確認を含む)及び医事システムへの登録 

 ・マイナンバーカードの保険証利用に関する対応 

・診察申込書記入依頼及び内容確認及び医事システムへの登録 

・診察枠確認及び受診科との調整、当日予約取得 

・受付票発行、受付後の各診療科等への案内 

・診察券の発行 

  

（２）各種健康診断・検診・予防接種等の受付に関すること 

 ・診察申込書記入依頼及び内容確認及び医事システムへの登録 

 ・所定用紙の内容確認 

 ・受付票発行、受付後の行き先等案内 

 

 （３）入院患者への受付に関すること 

 ・「入院案内」等の院内共通書類の記載説明及び諸注意 

 ・患者サポートセンターへの案内 

 ・「入院される患者さんへ」の記載内容確認 

 ・高額療養費申請の説明 

・入院時受付及び入院書類の内容確認 

・個室の有無確認及び同意書の授受 

・保険証、介護保険証等のコピー 

 ・入院患者の病棟又はブロックへの案内 

 

 （４）平日時間内の救急受付に関すること 

 ・救急搬送患者の情報及び受診科確認 

 ・救急車到着時の患者情報確認 

 ・各種書類処理 

 ・患者登録、保険登録、救急受付票発行及び救急受付票の救急外来等への搬送 

 ・受付時間外来院患者・発熱患者の対応（診療科への受入れ確認含む）及び受付 
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 （５）救急統計に関すること 

 ・救急お断り患者登録 

 ・救急患者入力 

 ・救急患者一覧入力 

 ・ＣＰＡ搬送患者の予後調査に関する登録及び報告 

 

 （６）救急関係者報告及び提出に関すること 

 ・傷病者情報連絡票提出 

 ・病院群輪番制各疾患別受入協力病院報告書作成及び提出 

 ・特定行為指示録作成及び提出 

 ・明石市チェックカード、神戸市傷病者申送書の回収 

 

（７）診療支援アプリ「コンシェルジュ」に関すること 

  ・登録カウンター準備、撤去 

・アプリ登録時の受付及び対応 

・パンフレットの在庫管理及び設置 

 

 （８）その他 

   ・入院患者への面会時等の入館手続き（来院者記入票の記載依頼）及び案内 

   ・各担当部署との問い合わせ対応 

   ・患者等の駐車券減免等処理 

   ・ボランティア不在時等の患者同行案内 

   ・松葉杖の返却対応 

 

３ 紹介受付窓口業務 

 【業務時間】８時１５分～１７時１５分  

 

 （１）紹介患者、地域医療連携における予約患者の受付に関すること 

・予約管理 

・紹介状確認 

・診察申込書記入依頼及び内容確認及び医事システムへの登録 

・保険証等資格確認(オンライン資格確認を含む)及び医事システムへの登録 

・診察券、受付票発行 

・紹介来院患者報告書記入（予約なし紹介患者） 

・案内番号の準備、紹介患者ファイル作成及び案内 
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・当日キャンセル患者、時間変更等について地域医療連携課へ予約時間の３０分 

前までに報告及び対応 

 

４ 文書窓口業務 

 

 （１）各種証明書及び意見書等の文書に係る業務 

 ・受付及び依頼書類の内容確認 

・各種書類申請書の記入依頼及び引換券の交付 

・各種文書の主治医等への作成依頼 

・必要に応じてカルテ準備 

・医局等への文書搬送及び回収 

・必要に応じて主治医へ作成督促依頼 

・各種完成文書の点検及びスキャナー取り込み依頼 

・患者へ交付するまでの文書保管及び交付 

・各種文書に係る問い合わせ対応 

・各種文書窓口業務に係る疑義照会対応 

 

 （２）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 

 

５ コンシェルジュ業務 

 【業務時間】８時１５分～１２時００分 

  

（１）コンシェルジュ業務に関すること 

・外来ゾーンでの患者案内及び対応 

  

６ 外来診療窓口業務（診察受付Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ兼内視鏡検査受付・眼科受付） 

 

（１）患者の受付に関すること 

・初診患者又は必要な患者に問診票の記入依頼、内容確認及び外来への搬送 

 ・患者からの受付票受取、到着確認及び案内 

 ・保険証等資格確認及び変更登録 

 ・必要に応じてＣＤ－Ｒ等記録媒体の読込依頼及び各部署への搬送 

 ・必要に応じて紙カルテ、Ｘ線フィルムの依頼及び搬送  

 ・コンサルテーションの受診及び予約の対応 

 ・予約変更等の対応及び診療科等との連絡調整 
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 ・当日予約外受診患者の診療科への受診可否確認及び対応 

 

（２）電話再診に関すること 

・電話再診希望者の受付及び受付記録作成 

・必要に応じて電話再診予約取得 

・受付記録の診療科への搬送 

・処方箋のＦＡＸ送信及び原本郵送処理 

・受付記録のスキャン依頼 

 

 （３）紹介状及び返書に関すること 

 ・当院作成の紹介状、返書の内容確認 

 ・郵送及び手渡しの対応 

 ・地域医療連携課との連絡調整及び報告 

 ・他院への紹介及び返書依頼 

 

 （４）診療に係る問合せ等に関する連絡調整業務 

 ・診察内容等問合せに対する診療科職員への確認及び対応 

 ・待ち時間等問合せに対する診療科職員への確認及び対応 

 ・診察時間外の診察希望に対する診療科職員への確認及び対応 

 

（５）院外薬局からの疑義照会に関すること 

・薬局からの疑義照会について診療科へ対応依頼及び回答 

・回答書処理 

 

 （６）即日入院患者発生時に係る関連業務 

 ・入院患者ファイル及びリストバンドの作成 

・即日入院患者への入院説明 

 ・救急患者の各部署への連絡調整、入院患者ファイル作成及び搬送 

  

（７）その他 

・即日渡し書類の対応及びコスト管理 

 ・他院からの書類対応 

 ・各診察受付における固有業務 

 

７ 中央採血採尿室受付業務 

 【業務時間】８時００分～１７時１５分 
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 （１）患者の受付に関すること 

・受付票の内容確認 

・受付後の検査室への案内 

・必要に応じて受付票の技師への送致 

・患者からの次回検査への問い合わせ先対応 

 

 （２）その他 

   ・各受付との連絡調整 

   ・検査終了後の所見処理 

 

８ 生理検査受付業務 

 

（１）患者の受付に関すること  

・受付票の内容確認 

・受付後の検査室への案内 

・必要に応じて受付票の技師への送致 

・患者からの次回検査への問い合わせ先対応 

 

 （２）その他 

   ・各受付との連絡調整 

   ・病棟との病棟患者についての対応連携 

   ・検査終了後の所見処理 

   ・翌日準備 

 

９ 放射線科・ＭＲＩ受付業務 

 

 （１）患者の受付に関すること 

 ・各検査の受付及び受付票発行及び案内 

 ・紹介患者の受付及び各種書類準備、同意書・問診票の内容確認 

 ・乳がん検診の問診依頼及び内容確認及び当日検診の案内 

 ・必要に応じてＣＤ－Ｒ等記録媒体の受け渡し及び郵送対応 

 ・必要に応じて患者伝票の受取及び各検査室への伝票搬送及び申し送り 

 ・必要に応じてストレッチャー準備 

 ・手術室、病棟からの検査依頼対応 

 ・入院患者の各病棟への呼出し 
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 （２）予約に関すること 

 ・ＭＲＩ撮影の翌日及び当日予約確認と検査室への予約一覧配布 

 ・翌日検査の追加及びキャンセル対応 

 ・地域医療連携課からの検査依頼患者の予約入力 

 

 （３）Ｘ線フィルム等搬送及び整理に関すること 

 ・必要に応じてＸ線フィルム（マンモグラフィ等）の各外来診療窓口等への搬送  

 ・各診療科からのＣＤ－Ｒ作成依頼の受付及び作成及び搬送 

 ・診療後の外科からのマンモフィルム回収、収納 

 ・廃棄フィルムの処理 

 

（４）その他 

・翌日予約検査の準備 

・翌日予約検査の追加及びキャンセル対応 

・翌日検査予約患者について医師への確認依頼 

 

１０ 夜間・休日受付窓口業務 

【夜間業務時間】１７時００分～翌日８時３０分（毎日） 

【休日業務時間】８時３０分～１７時００分（土曜日、日曜日、国民の祝日に関 

する法律に規定する休日、１月２日、１月３日、１２月２９日～１２月３１日） 

【夜間業務配置人数】最低２名 

【休日業務配置人数】最低３名 

（ただし、上記は最低人数を満たす範囲内で、具体的な配置は受託者の裁量とする。） 

【確認及び引継ぎについて】 

事務従事者は、事務の終了後速やかに、実施状況については当直日誌により、取扱書

類、預かり現金等必要事項について報告し、確認を受け引継ぎを行わなければなら

ない。 

 

 （１）診察時間外医療事務業務 

 ・診察依頼者の対応及び当直職員との連絡調整 

 ・各外来診療窓口との患者情報及び受診科等の連絡調整 

 ・診療科受診歴確認、救急受付票の発行及び救急外来への搬送 

 ・受付事務及び患者情報登録 

 ・保険資格確認（オンライン資格確認含む）及び保険登録 

・電子カルテオーダーリングデータ確認、取込及び紙伝票確認 
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・会計情報の内容確認、追加、修正 

・会計情報の疑義照会 

・外来診療費の計算処理 

・請求書及び明細書発行 

・診療費の収納 

・預かり金対応及び手続説明 

・必要に応じてＣＤ－Ｒ作成依頼及び作成 

 ※煩雑時は放射線科への作成依頼可 

 

 （２）即日入院患者の対応に関すること 

 ・入院患者ファイル、リストバンドの作成と受け渡し及び連絡 

 ・必要に応じて入院診療録の作成と受け渡し及び連絡  

・患者及び家族への入院説明と入院案内のお渡し 

 

 （３）夜間・土曜日オープン検査業務に関すること 

 ・患者受付及び案内（案内は土曜日のみ） 

 ・ＣＤ－Ｒ交付 

 ・会計処理及び精算 

 

 （４）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 

 

 （５）その他 

 ・スキャン業務 

 ・松葉杖の借用書記入依頼 

 

１１ 放射線科時間外受付業務 

 【業務時間】１７時３０分～最終受付患者終了まで（平日の月・火・水・金曜日） 

 【受付時間】１７時３０分～１９時００分（平日の月・火・水・金曜日） 

 【検査実施日時】１７時３０分～１９時００分（平日の月・火・水・金曜日） 

 【ＣＴ検査枠】１７時３０分、１８時００分、１８時３０分、１９時００分 

 【ＭＲＩ検査枠】１８時００分、１８時３０分、１９時００分 

 （ＣＴ、ＭＲＩ共に単純撮影のみ。重症患者は対象外） 

 （放射線時間外専用ＰＨＳを携帯し患者対応等を行う） 

 

 （１）放射線科時間外受付業務 
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 ・患者情報、患者保険情報等について地域医療連携課から受領及び確認 

 ・患者情報、患者保険情報等の登録、変更処理 

 ・当日患者受付及び案内 

 ・ＣＤ－Ｒ交付及び請求書発行 

・伝票の受け取り及び技師への送致 

 

 （２）その他 

 ・紹介予約患者の書類作成及び管理 

 ・費用請求 

 

１２ 中央計算窓口業務 

 

 （１）計算受付に関すること 

・患者ファイル受取及び確認 

・保険証等資格確認及び変更登録 

・会計番号の交付及び案内 

・預り金患者への案内及び対応 

 

（２）診療費計算に関すること 

・電子カルテオーダーリングデータ確認、取込及び紙伝票確認 

・会計情報の内容確認、追加、修正 

・会計情報の疑義照会 

・外来診療費の計算、再計算処理 

・レセプト修正による会計入力 

・未取り込みデータ取込及び計算処理 

・患者帰宅後のデータ取込、計算処理及び連絡 

 

 （３）その他 

・未収患者の一時対応及び病院職員との連絡調整 

・診療科等からの問い合わせ対応 

 ・計算内容、診療費に関する問い合わせ対応  

 ・院外薬局からの保険番号等の問い合わせ対応 

 ・館内放送対応 

 ・患者等の駐車券減免等処理 

 ・入力済各種伝票の整理及び保管 

・忘れもの一時預かり及び問い合わせ対応 
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１３ 収納窓口業務 

 

 （１）収納窓口準備に関すること 

 ・前日締め後売上金と釣銭準備金の受取及び確認 

 

（２）収納に関すること 

・請求書兼領収書、預り証に基づき診療費等（クレジットカード払い含む）を授受 

・患者支援課指定の領収印を押印及び請求書兼領収書及び預かり証を交付 

・返金に関する処理 

・収納に関する入金処理 

・外来未収患者の請求書兼領収書の再発行及び入金処理 

・期日切れ預かり証の発行患者の一部入金処理 

・郵便振込に係る入金処理 

 

 （３）締め処理に関すること 

 ・締め時の金額を日計表と突合及び確定 

 ・金種伝票の記入 

 ・売上金等現金を入金担当へ引き渡し 

 ・締め後から収納窓口終了時までの売上及び釣銭準備金について、突合及び夜間・ 

時間外窓口へ引き渡し 

 ・預かり金を病院職員へ引き渡し 

 

 （４）その他 

 ・依頼書類の内容確認 

 ・預かり証の入力及び整理 

 ・預かり金の管理及び病院職員への明細報告 

 ・各種伝票の整理及び保管 

 

１４ 患者サポートセンター業務 

 

 （１）患者受付及び応対に関すること 

・入院決定患者へ「入院案内」等の院内共通書類の記載説明及び諸注意 

・「入院される患者さんへ」の記載内容確認 

・入院支援担当への案内 

・高額療養費申請の説明 
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・入院時受付及び入院書類の内容確認 

・個室の有無確認及び同意書の授受 

・保険証、介護保険証等のコピー 

・体重・身長測定及び検温、体調の確認 

・入院患者の病棟又はブロックへの案内 

・病棟、外来等への患者案内と連絡 

・入院費、入院書類等に関する問い合わせ対応 

 

（２）その他 

・入院パンフレット等必要書類の準備 

・面談予約、入院日時等変更の取り次ぎ 

 

※診察時間が延長される場合には、１８時までの対応とし、それ以降は時間外救急外 

来での対応とする。 

 

１５ 診療記録管理業務 

 【業務場所】カルテ倉庫及びスキャナーセンター 

 

（１）診療録、各種文書の管理に関すること 

 ・保管診療録の貸出、返却、及び保管 

・診療録の所在調査、入力確認及び管理 

・カルテ庫等における診療録の保管と整備 

・保管期限超過による紙カルテの廃棄（必要時） 

・カルテ庫等の整理整頓 

・貸出診療録の回収・督促 

・入院・外来関係文書のスキャナー取込、削除及び保管 

・退院患者ファイルの整理と保管 

・診療録の貸出件数、スキャナ件数・枚数、スキャナ削除件数の月毎の集計 

 

１６ 医療事務業務 

 

 （１）診療報酬請求に関すること 

 ・外来レセプトの印刷、事務点検（医師への依頼含む）及び修正 

 ・債権管理システムへの修正取込 

 ・外来レセプトの集計及び請求 

 ・入院・外来レセプトの総括表作成 
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 ・外来レセプト電算ファイル作成に関すること 

 ・入院・外来レセプトの紙提出レセプト集計用紙作成・編綴 

 ・外来保留レセプトの管理及び報告 

 

 （２）査定・返戻・再審査請求に関すること 

 ・入院・外来返戻レセプトの債権管理システムへの入力・集計 

 ・外来返戻レセプトの集計及び再請求 

 ・外来レセプトの増減点調査及び再審査請求依頼 

 

 （３）診療報酬改定に関すること（外来） 

 ・診療報酬改定に関する説明会の実施 

 ・診療報酬改定情報の入手及び提供 

 ・診療科等への改定情報提供及び説明 

 ・改定等による医事システム変更に対する助言及び確認 

 

 （４）診療報酬に関わる会議に関すること（外来） 

 ・診療報酬に関わる会議への出席 

 ・診療報酬対策委員会の資料作成 

 

 （５）レセプトチェックシステムに関すること 

 ・レセプトチェックシステムの設定、カスタマイズ及び状況報告 

 ・リスト出力 

 

（６）未収金の管理に関すること 

・外来診療費未収の管理、一次督促及び患者支援課への引継ぎ 

 

 （７）その他診療報酬請求に関すること 

・医事課、患者支援課、医局等病院職員への外来診療報酬に関する連絡、助言及

び調整、専門知識の提供 

・診療報酬請求に関する各問い合わせ対応 

・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 

 

１７ 公費負担医療等事務及び請求業務 

 

 （１）雑請求に関すること 

 ・各種委託契約等による医療費等請求業務 



（別紙） 

－ 13－  

  ※乳がん検診、子宮がん検診、乳幼児健診、原爆健診、腎臓病検診、結核接触 

健診、妊婦検診、心臓健診等各種検診・健診に係る請求及び管理 

 ・保険請求外自費請求等請求業務 

  ※刑務所、警察、あかしユニバーサル歯科診療所、オープン生理検査、他病院・

他施設入院中等の診療に係る請求及び管理 

 

 （２）予防接種事業に関すること 

 ・各種予防接種の管理・公費負担請求 

 ・医師会への報告 

 ・インフルエンザ等集団予防接種時の予約受付及び当日受付並びに案内 

 ・明石市公費ワクチン管理及び報告書提出 

 

 （３）交通事故に関すること 

 ・患者対応 

 ・保険会社対応 

 ・保険会社からの同意書の取り付け、督促及び管理 

 ・診断書作成依頼及び管理 

 ・診療報酬明細書作成及び点検 

 ・請求書作成 

 ・保険会社への請求書等の発送 

 ・交通事故患者リスト作成、状況把握、進捗管理 

 ・交通事故に係る問い合わせ及び照会対応 

 

（４）労災・公災に関すること 

 ・患者対応 

 ・労災・公災様式書類管理 

 ・労災・公災情報登録 

 ・労災・公災診療費算定基準に基づく会計入力 

 ・診療報酬明細書作成及び点検 

 ・診療報酬集計表作成 

 ・労災・公災に係る問合せ及び照会対応 

 

 （５）治験に関すること 

 ・治験レセプト点検 

 ・治験請求書作成 
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 （６）生活保護法に関すること 

 ・意見書の発行依頼、及び自治体等への送付 

 ・医療券の受理及び管理、受給者番号の登録 

 ・検診命令への対応 

 ・公費医療制度等の文書料請求対応 

 ・生活保護に係る問い合わせ対応 

 

 （７）各種公費医療制度等の案内及び調整に関すること 

 ・各種公費医療制度等の申請案内等患者対応 

 ・透析導入準備・導入時の案内及び調整に係る台帳作成及び進捗管理 

 ・必要に応じて地域連携課へ予約取得依頼及び予約案内 

 

 （８）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 

 

１８ 病棟クラーク業務 

 

 （１）文書管理に関すること 

・患者持ち帰り書類の封筒作成 

（診療情報提供書、看護情報提供書、退院証明書） 

・書類の郵送及びＦＡＸ処理 

（診療情報提供書、情報提供依頼書、報告書、歯科往診申込書） 

・診断書等の処理及び案内 

（当院書式診断書、入院証明書、死亡診断書、インプラント手帳の記載） 

・定期請求書の配布及び患者渡し不可の場合等の家族等との連絡、郵送等対応 

・各種文書の搬送（入院誓約書一式、室料差額同意書、診療情報提供書） 

・医師印の押印（入院診療計画書、退院療養計画書） 

・各種文書のスキャナー取込及び保管 

・各種書類のコピー 

 

 （２）電子カルテ入力に関すること 

・入院時プロファイルの入力 

（内容の確認や追加情報収集は看護師の役割とする） 

・入院時の身長及び体重の入力 

・全入院患者の定期体重測定（週一回）の入力 
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 （３）入退院業務に関すること 

・翌日入院患者ファイル準備 

・入院患者ネーム準備 

・入院患者の病棟案内及びオリエンテーション 

・オリエンテーション書類のセット組み 

・入院セットサービスの案内及び申込受付及び記入内容確認、札準備及びセット 

配布と入院セット変更時の手続き対応 

・入院セットのセット組み 

・必要に応じて患者の書類提出の代行 

・退院準備（退院チェックリスト作成、食止め連絡含む）及び転棟準備 

・退院患者カルテ（患者ファイル）の処理 

 

 （４）窓口対応に関すること 

・来院者への用件及び体調確認 

・面会について看護師に確認後、面会用紙の記入及び部屋案内 

・荷物の受け渡し 

・駐車券減免対象者の対応 

・電話対応 

・患者からの事務的問い合わせ対応 

 

 （５）メッセンジャー業務に関すること 

・院内各部署間へ書類等の搬送 

・ラウンドにて回収した書類の整理及び職員宛て文書類の配布 

・総務課への忘れ物の引き渡し 

・総務課への書類引き取り 

・ＣＤ－Ｒ作成依頼、読み込み依頼及び放射線科への搬送 

・薬局ワゴンの運搬 

・リストバンド作成 

・医療器具の準備、各部署への搬送及び片付け 

・ＴＳカートの搬送 

・定期処方箋の搬送 

 

 （６）スタッフステーション事務に関すること 

・日用物品の管理 

・プリンター関連消耗品の管理 
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・書類等のコピー 

・シュレッダー処理 

・リサイクル段ボールの処理 

・掲示物の準備（ラミネート、テプラ作成等）及び管理 

・処方箋・注射箋の管理 

・カウンター周辺の清拭 

 

 （７）その他 

・自立患者の検査室等への案内及び送迎 

 

 ※各部署の特殊性に応じて、追加の業務は病棟フロア毎に検討する 
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【参考：令和３年度人員配置数】  

 

 午前  午後  

受付 A（外科、一般外科・乳腺外科、整形

外科、耳鼻咽喉科）  
2 1 

受付 B（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、循

環器内科）  

3 1 

受付 C（脳神経内科、脳神経外科、泌尿器

科、麻酔科）  
2 1 

受付 D（健診科、産婦人科、皮膚科、小児

科、心療内科・精神科）  
2 2 

受付 E（消化器内科）  1 1 

眼科受付  2 1 

放射線・ MR受付  3 2 

採血室受付  2 1 

生理検査受付  1 1 

中央計算受付  3 2 

会計受付  2 0 

新患・紹介受付  4 2 

コンシェルジュ  1 0 

患者サポートセンター  2 1 

文書窓口  2 1 

内部事務  2 2 

スキャナーセンター  3 1 

収納窓口  1 1 

看護クラーク  4 4 

夜間休日受付  3 2 
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個人情報特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行

わなければならない。 

 （収集の制限） 

第２条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目

的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならな

い。 

（目的外利用・提供の制限） 

第３条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることので

きた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供し

てはならない。 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人

情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措

置を講じるよう努めなければならない。 

 （廃棄） 

第５条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有

する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第６条 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人

に知らせてはならない。この契約を終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （複写又は複製の禁止） 

第７条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記

録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

 （事務従事者への周知） 

第８条 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの

契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させる

ものとする。 

 （資料等の返還等） 
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第９条 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自ら

が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに

甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法に

よるものとする。 

 （報告及び立入調査、改善要求） 

第１０条 乙は、この契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況に

ついて、甲に年１回の定期報告を行なうこととし、また、甲は、乙に対して随時報告

を求め、調査することができる。 

２ 甲は、乙において個人情報の取扱に疑義が生じた場合には、乙に対して説明を求め、

必要に応じ改善を求めることができる。 

 （再委託の禁止） 

第１１条 乙は、甲の承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾を得てこの契約による事務を第三者に委託した場合、本特記事項の

各条項を当該第三者に遵守させなければならない。また乙は、甲がこの契約による事

務の再委託を受けた第三者に対して個人情報の状況について、随時報告を求め、調査

することができるよう当該第三者と取り決めを行なうものとする。 

３ 乙は、この契約による事務の再委託を受けた第三者において個人情報の取扱に疑義

が生じた場合には、甲が当該第三者に対して説明を求め、必要に応じ改善を求めるこ

とができるよう当該第三者と取り決めを行なうものとする。 

 （事故発生時における報告義務） 

第１２条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 （契約解除及び損害賠償） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠

償を請求することができる。 


