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受託者（以下、「乙」という。）は、委託者である地方独立行政法人市立大津市民病院（以下、「甲」という。）

より業務を地方独立行政法人市立大津市民病院契約規程に定めるもののほか、この仕様書に定める内容に

従い、円滑に実施するものとする。 

 

1． 件名 

医療事務等関連業務委託 

 

2． 業務の目的 

地方独立行政法人市立大津市民病院における業務委託が、適正かつ円滑に運用され、医療の質の

向上、患者サービスの向上並びに病院経営の効率化に寄与することを目的とする。 

なお、この仕様書は、地方独立行政法人市立大津市民病院における業務委託に関し、基本的な事項

を定めるものである。この仕様書に明記していない事項についても、目的達成上当然必要と認められるも

のについては、乙の責任において実施するものとする。 

 

3． 業務期間 

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日 

 

4． 委託業務の実施場所 

所在地：滋賀県大津市本宮二丁目9番9号 

名  称：地方独立行政法人市立大津市民病院 

 

5． 病院の概要 

【開設者】地方独立行政法人市立大津市民病院 

【開設日】平成29年4月1日（昭和12年4月1日） 

【理事長】北脇 城 

【所在地】大津市本宮二丁目9番9号 〒520-0804 

【許可病床数】401床（令和3年10月5日から） 

（一般病床）393床（緩和20､救急22､ICU8ほか） 

（感染症病床）8床（1種2、2種6） 

【診療科目】内科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、呼吸器外科、脳神経内科、循環器内科、 

心療内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、 

リハビリテーション科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、歯科、矯正歯科、 

歯科口腔外科、放射線科、麻酔科、形成外科、病理診断科、乳腺外科、救急科、 

緩和ケア内科 
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【看護配置基準】一般病棟 7対1（平成19年8月から） 

【施設の概要】敷地面積 34,107㎡ 

（建物延床面積） 

本館棟 31,579㎡ 地下1階、地上9階、屋上ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（免震構造） 

別館棟  9,653㎡ 地下1階、地上5階 

管理棟  1,009㎡ 地上3階 

付属棟   978㎡ 地上3階 

立体駐車場 第1駐車場（収容台数:211台）、第2駐車場（収容台数:307台） 

 

【診療実績】 

（単位：人） 

項 目 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

入
院 

延入院患者数 126,868 126,084 120,478 104,066 

 うち、新規患者 9,879 9,293 8,533 6,915 

一日平均患者数 348 345 329 284 

外
来 

延外来患者数 218,401 210,287 198,409 169,715 

 うち、新規患者 24,546 22,450 19,580 16,229 

一日平均患者数 895 862 827 698 

健診センター利用者数 13,234 12,824 11,517 5,888 

 

【うち、感染症ER受診者数】 

（単位：人） 

項 目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

延患者数 786 1,046 720 744 1,609 860 

 

 

6． 業務遂行 

（１） 乙は、医療事務に関する専門的な知識及び経験に基づき、甲の業務が円滑かつ適切に        

行われるよう、善良な管理者の注意をもって、契約書、仕様書に定める業務を履行すること。 

（２） 当該契約にかかる業務実施計画書を提出し、計画的に業務を履行すること。 

（３） 甲から、病院職員との連絡・調整・業務委託等に関する会議への出席要請があれば参加すること。 

（４） 業務の遂行状況について、定期的に甲に報告すること。報告方法は、甲と乙、双方による十分な   

協議の上、決定すること。 
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（５） 業務の遂行に伴う現金（診療費、つり銭等）の取扱い等については、次のとおり取り扱うほか、    

甲が定める窓口収納金取扱いマニュアルによること。 

(a) 現金取扱員 

乙は、「地方独立行政法人市立大津市民病院会計規定実施規定」第9条第2項の規定に  

基づき、収入金の徴収又は収納の事務に係る乙の証明書を交付されたときは、直ちにこの

事務に従事させる者を選任し、その名簿を甲に提出すること。現金の取り扱いは、この名簿

に記載された者に限る。 

なお、従事者に異動があったときは、速やかにその旨を甲に届け出て甲の承認を受けること。 

 

(b) 現金の授受 

甲との現金の授受は、必ず直接病院職員に手渡しにて行い、確実に授受を行うとともに受渡

しの記録を残すこと。 

(c) 現金の受渡し、運搬 

自動精算機の現金補充、現金回収及び現金の運搬は、必ず2名以上の人員が担当すること。 

(d) 収納業務 

診療費等の収納業務に当っては、常に正確かつ迅速に行うとともに、随時、収納状況を確認

し、過不足金が生じることがないようにすること。 

(e) 現金の仕分け及び集計作業 

現金の仕分け及び締め作業等により集計したときは、結果を必ず担当者以外の者が確認し

記録すること。 

(f)  現金の保管 

現金の保管は金庫又は鍵のかかる場所に保管するなど万全を期すこと。 

(g) レジスター、自動精算機、計数器等の取扱い 

レジスター、自動精算機及び計数器等の操作は定められた手順により行う。操作キー等の鍵

を借り受ける場合には必ず貸出簿に記録するとともに、紛失等がないように管理すること。 

 

7． 業務内容 

業務内容については、別添の各業務仕様書のとおりとする。 

なお、業務時間は、当院の業務時間による。ただし、甲の求めに応じ、通常業務に加えて早出業務 

（8：00～）を設けるものとする。また業務内容により終了時間を延長する場合がある。 

（当院業務時間：8時 30分～17時 15分） 
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8． 委託業務の基本的運用方針 

(１) 医療の質の向上 

・ 診療報酬請求について、甲と連携して適正かつ確実に行うこと。 

・ 診療報酬改定や医療保険制度等について常に最新の情報を収集し、適正かつ確実に対応する   

こと。また、甲に情報共有すること。（※「新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的 

な取扱いについて」も含む。） 

・ 多彩な診療行為に対し、患者や保険者への請求の可否を明確にし、甲に情報提供すること。 

・ 業務に必要となる当院の医療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。 

(２) 患者サービスの向上 

・ 患者に対し、親切丁寧な接遇態度で接すること。 

・ 患者を待たせないこと。やむを得ず、患者を待たせる場合には、患者が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。 

・ 患者からのクレーム及び相談には、真摯に対応すること。 

・ 当院が定期的に実施する患者に対するアンケート調査については、患者へのアンケート依頼等に 

         ついて協力すること。また、その結果を受けて、業務改善が必要な場合については、対処方法と・

計画を甲に提案し、甲の承諾を得て、実施すること。 

・ 乙は、常に提供する患者サービスの水準や充実の状況を把握するよう努め、サービス向上に  

向けた業務改善計画を策定し、これを着実に実践に移すこと。 

(３) 病院経営の効率化 

・ 確実な診療報酬請求を行うこと。 

(a) 請求漏れのない、適正な請求を行うこと。 

(b) 返戻・査定の防止・削減に努めるとともに、返戻･査定を受けた場合は、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・削減及び請求向上対策を甲に提案し、甲 

の承諾を得て、実施すること。また、査定については再審査請求を積極的に行い、その請求 

率や復活率を定期的に甲に報告すること。 

(c) 算定方法やレセプトチェックが適確に行われているか、定期的にチェックすること。 

(d) レセプトチェックシステムを導入しレセプトチェックを行い、システムのカスタマイズを都度実

施し、請求精度の向上に努めること。 
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(e) 病院経営健全化に繋がる増収増益の提案を行うこと。 

(f) 業務内容に関する統計資料を提出し、分析・改善を怠らないこと。 

(g) 請求漏れが生じた場合には、依頼返戻及び患者への追加請求に関する説明等の対応をす

ること。 

・ 未収金対策について、甲と協力・連携して未収金削減に努めること。 

(a) 甲が策定する未収金対策の計画等に協力すること。 

(b) 未収金発生の未然防止に努めること。 

(c) 交通事故・労災等については、個人負担分以外の未収金が発生しないよう、適時に、適確 

な事務処理を行うこと。 

(４) その他 

・ 乙は、受託業務の遂行上、医療情報システムに係る問題点や改善を要する事項を発見した 

ときは、速やかに所定の書式によってこれを甲に報告すること。 

 

9． 業務体制 

乙は、受託業務を適正かつ円滑に処理するため、業務遂行に必要な能力と経験を有した従事者を 

適材適所に配置すること。 

また、乙は、定期的に配置した従事者の業務遂行能力を合理的かつ客観的に評価し、その結果に 

応じて人員配置を見直すこと。 

(１) 受託職員の数 

・  総括責任者を1名配置すること。 

・  副総括責任者を甲と協議の上、必要な人員配置すること。 

・  下記の業務については、該当業務の業務従事者の中から業務ごとに業務責任者を各1名配置    

すること。 

診療報酬請求業務 

レセプト請求業務 

入院会計業務 

外来会計業務 

外来受付業務 

技術部門受付業務 



 

 - 6 - 

ER受付業務 

健診センター受付業務 

・  下記の業務の業務責任者の職務は、副総括責任者が行うこと。 

外来ブロック受付業務 

証明書業務 

・  下記の業務の業務責任者の職務は、外来受付業務の業務責任者が行うこと。 

初再診受付業務 

保険証確認窓口業務 

総合案内業務 

窓口収納業務 

・  下記の業務の業務責任者の職務は、診療報酬請求業務の業務責任者が行うこと。 

調定資料作成業務 

治験処理業務 

・  外来ブロック受付業務、証明書業務及び技術部門受付業務については、各受付業務の業務     

従事者の中から業務責任者を補佐する者（副業務責任者）を1名配置すること。 

・  乙は受託体制を明確にするため、変更がある都度、人員配置状況を甲へ報告すること。 

・  全受託職員のうち医療業務における通算実務経験年数の者を次のとおりの配置とする。 

3年以上の者を60パーセント以上（かつ5年以上の者が全体の30パーセント以上）、1年以上3年 

未満の者を30パーセント以下、1年未満の者は10パーセント以下の配置とすること。 

・  総合案内業務の自動精算機の操作案内として、常時１名以上を配置すること。 

 

(２) 受託職員の条件 

職種 資格 

総括責任者 

(1) 常勤であること。 

(2) 専従であること。 

(3) 医療事務における経験が通算して 10年以上あること。 

(4) 400 床以上の病院における勤務及び DPC 対象病院の経験が通算 

して 5年以上あること。 

(5) 乙のもとで、総括責任者又は副総括責任者として、契約開始日時点  

において DPC対象病院の経験が連続して 5年以上の勤務実績が  

あること。 
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(6) 業務全体の責任者として業務の管理能力を有し、かつ精通している   

こと。 

(7) 業務の円滑な運営のため、甲と随時協議ができること。 

(8) 業務従事者の人事、労務管理、健康管理、教育・研修、業務の遂行   

ができること。 

(9) 労働関係法規に精通していること。 

副総括責任者 

(1) 常勤であること。 

(2) 専従又は専任であること。 

(3) 医療業務における経験が通算して 5年以上あること。 

(4) 400床以上の病院における勤務及び DPC対象病院の経験が通算    

して 5年以上あること。 

(5) 乙のもとで、副総括責任者又は業務責任者として、契約開始日時点 

において DPC 対象病院の経験が連続して 3 年以上の勤務実績が 

あること。 

(6) 総括責任者と同等の能力を有すること。 

(7) 労働関係法規に精通していること。 

業務責任者 

副業務責任者 

(1) 常勤であること。 

（※レセプト請求業務については、非常勤でも可とする。） 

(2) 専従又は専任であること。 

(3) 医療業務における経験が通算して 3年以上あること。 

(4) 400 床以上の病院における経験及び DPC 対象病院の経験が通算 

して 3年以上あること。 

(5) 乙のもとで、業務責任者又は業務従事者として契約開始日時点に   

おいて DPC対象病院の経験が連続して 3年以上の勤務実績が    

あること。 

業務従事者 
業務を行うために必要な資格・経験・技能を有し、当該業務を確実に遂行 

できること。 

(３) 特定部門受託職員の条件 

診療報酬請求業務 

(1) 業務責任者は、四病院団体協議会（一般社団法人日本病院協会、 

公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会、

公益社団法人日本精神科病院協会）及び公益社団法人医療研修推

進財団が認定する「診療情報管理士」の資格を有していること。 

(2) 診療情報管理士の資格を有している者は、常勤かつ専従であること。 

(3) 専従の増収担当を 1名以上配置すること。 

(4) 診療報酬請求業務における経験が、通算して 3年以上あること。 

(5) 400床程度の病院における勤務が、通算して 3年以上あること。 

・ 常勤とは、休憩時間を除き、4 週間を超えない期間につき、1 週間当たり 38 時間 45 分以上勤務

する者をいう。 

・ 非常勤とは、常勤以外の勤務をする者をいう。 

・ 専従とは、当該業務を担当している者をいう。この場合において、他の業務の兼任は必要最小限

にとどめ、その就業時間の 8割以上、当該業務に従事していること。 
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・ 専任とは、当業務を専ら担当している者をいう。この場合において、他の業務を兼任していても差し

支えないが、その就業時間の 5割以上、当該業務に従事していること。 

(４) 人員配置 

・ 乙は、（別紙1）参考人員配置表を参考に受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。 

・ 乙は、受託職員の異動・休暇（急病を含む。）や退職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、受託職員が異動・休暇（急病を含む。）や退職するときは、事前に甲の関

係部署に報告し、欠員補充等の調整を行うこと。 

(５) その他 

・ 受託職員は、業務時間中、被服及び名札を着用するとともに、病院に勤務するにふさわしい身だし

なみや言動をとること。 

・ 受託職員は、業務に専念し、効率的な事務処理に徹すること。 

・ 受託職員は、厚生労働省及び関連行政機関が定める関連法令などを遵守すること。 

・ 甲は、委託業務の円滑かつ確実な履行を著しく妨げる受託職員があると認めた時は、乙に対して

教育、研修、その他必要な措置を講じることを求めることができる。 

・ 勤務態度、勤務実績、素行等が著しく不適当な従事者について、甲が配置転換を求める場合には

誠実に対応すること。 

・ 病院規程（感染マニュアル等）を遵守し、業務を実施すること。 

・ ＥＲ受付業務の受託職員は、他の業務とは兼務しないことが望ましい。 

 

10． 指導・研修等 

乙は、乙の責任において、受託職員に対し、以下のとおり指導・研修等を実施し、研修計画書・ 

スケジュール及び研修資料等を、甲へ提出すること。 

(１) 業務に関する指導、教育、研修等を計画的に行うこと。 

(２) 業務の遂行に必要な医事知識、接遇及び使用する端末機器の操作等の研修を実施すること。 

(３) 医療保険制度、診療報酬改定、諸法・公費負担医療制度、医療に関する法改正等があった         

ときは、速やかに対応できるよう必要な研修等を実施すること。 

(４) 受託職員に対して常に OJT（職場内研修）を行い、基礎知識、技術及び技能の向上を行うこと。 

(５) 個人情報保護に関する指導、研修を実施すること。 

(６) 総括責任者に対しては、医療法・医師法等の医療関係法規及び労働関係法規に関する研修     

を定期的に実施すること。 
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(７) 当院の医療安全管理指針の研修を実施すること。 

(８) 医療法に基づく研修や病院内外で行われる勉強会等の教育研修に積極的に参加すること。 

(９) 受託職員ごとに基礎知識、技術及び技能に関する評価を行い、受託職員ごとに技能の管理を   

行うこと。 

(１０) 甲が必要な基礎知識、技術及び技能の習得が不十分であると判断した受託職員については、  

個別の教育研修を速やかに実施し、教育研修報告書を作成し、甲に報告すること。 

(１１) 乙は、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甲に   

提出すること。 

 

11． 委託業務の監督 

(1) 業務の指示 

業務の履行に関して、甲が乙に対し、指導、指示等が必要なときは、乙が選任した責任者を

通して行うものとする。 

(2) 報告及び調査 

甲は乙に対し、必要であると認めるときはいつでも、委託業務の実施状況について報告を求め、

また甲の職員が乙の立会いなしに実地調査できるものとする。 

乙は、業務上もしくは服務上のトラブル等を甲へ報告する際、甲が必要と認めたものは文書で 

報告し、その記録を保存しておかなければならない。 

(3) 措置命令等 

甲は、（２）の規程により報告を受けもしくは調査した結果、必要と認められるときは、乙に必要な

措置を命じもしくは自ら必要な措置を講じることができる。 

 

12． 報告 

乙は、次の事項を甲に報告すること。 

【年間報告事項】 

（１） 業務遂行計画書（教育、研修計画含む）（４月上旬） 

（２） 人員配置計画（医療事務経験年数・有資格者であることを明示すること）（４月上旬） 

（３） 年間業務報告書（４月上旬） 

【随時報告事項】 

（１） 人員配置変更に関する事項（異動者について医療業務における経験年数等を明示すること） 

（２） トラブル、クレームに関する報告 

（３） その他、協議が必要な事項 

（４） 甲からの依頼に応じた決算・統計に関する各種資料の提供 
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【定例会報告事項】（毎月第４木曜日） 

（１） 人事関係報告 

（２） 取り組み・トラブル事項（改善策を含む）の報告 

（３） 外来会計患者待ち時間調査報告 

（４） レセプト請求による査定・再審査・返戻・保留報告 

（５） 接遇、教育、研修実施に関する報告 

（６） その他協議が必要な事項 

【委託料支払における報告事項】（翌月５日までに提出） 

（１） 業務完了報告書 

（２） 業務月報 

（３） （別紙2）医療事務等関連業務委託 評価シート 

【レセプト請求における報告事項】（翌月１１日までに提出） 

（１） 調定資料 

（２） 返戻・保留による（個別の内訳を含む）未請求件数・点数・金額の報告 

 

13． 帳票類の整理 

（１） 乙は、甲と十分な検討を行ったうえで、各部署における「業務マニュアル」を作成・ 

整備すること。また、医事業務の向上と合理化のため、絶えず「業務マニュアル」の点検・   

見直しを行い、業務従事者が、それに即した対応が行えるよう必要な研修等を実施すること。 

（２） 「業務手順マニュアル」を作成し常備すること。 

内容：（ａ） 業務内容及び作業方法 

（ｂ） 受託業務の管理体制 

（ｃ） 病院との連絡・調整に関する運用手順 

（ｄ） 作業記録などの業務関係帳票の作成と保管（保管期間5年間） 

 

14． 費用区分 

（１） 乙が使用する被服類は乙の負担とし、甲が支給する業務に必要な日常消耗品以外は、乙の 

負担とする。 

（※感染防護具（マスク・グローブ・手指消毒液・フェイスガード・アイソレーションガウン等）につ

いては、乙の負担とする。） 
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（２） 乙は、業務上必要な院内の施設、機器、備品等を乙の許可を得て使用することができるが、 

受託業務の処理以外の用途に使用してはならない。 

（３） 乙は、故意または過失により、院内の施設、機器、備品等を滅失もしくは毀損したときは、甲の

指定する期日までに乙の責任において復元しなければならない。 

（４） 業務従事者は、甲の指定する電子カルテほか関連システムにより業務を行うものとする。 

（５） その他、費用負担に疑義が生じた場合は、甲と乙双方で協議を行い、これを決定する。 

 

15． 労働法上の責任 

乙は、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   

その他業務従事者に対する法令上対応すべき全ての責任を負うこと。 

また、時間外労働の短縮や有給休暇の取得促進など、いわゆる「働き方改革」に取り組むこと。 

 

16． 盗難、事故等の対応 

院内における盗難、事故等があったとき、又は発生する可能性があるときは、乙は甲に速やかに   

報告し、対応は甲と協議の上決定すること。 

 

17． 受託者変更に伴う事務引継ぎ 

受託者変更に伴う事務引継ぎについては、以下のとおりとする。 

（１） 受託業者変更に伴い発生する費用については、乙の負担とする。 

（２） 下記（３）及び（４）について、業務従事者名簿（氏名、職歴、資格等）を引き継ぎ開始日の         

 ５営業日前までに甲へ提出すること。 

（3） 乙は、引き継ぎのため契約開始日の２ヶ月前から総括責任者、副総括責任者、業務責任者、   

副業務責任者を配置すること。また、原則として、契約開始日には従事者名簿記載の者を配置 

すること。（※総括責任者、副総括責任者、業務責任者、副業務責任者は、兼任させないこと。） 

（３） 乙は、引き継ぎのため契約開始日の１ヶ月前から業務従事者の全員を配置すること。また、                                   

原則として、契約開始日には従事者名簿記載の７割以上の者を配置すること。 

（４） 乙は、事務の引継ぎに関して誠実な対応を行う責務を負う。したがって、乙は業務遂行に支障が      

生じないよう、誠意を持って対応し、迅速かつ丁寧な事務の引継ぎを行わなければならない。  

特に前受託者との契約期間の請求債権分について、月遅れ、保留、返戻を含め、漏れのない様、

請求業務を引き継ぐこと。 

（５） 乙は、前受託者の実施する業務の引き継ぎの他、新たに発生する業務等を考慮し、業務計画書  
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及び作業行程表を作成の上、甲の承認を得ること。 

（６） 契約を終了する際には、業務引継書を作成の上、甲の承認を得ること。 

（７） 引継書に基づき本業務の引き継ぎを完了した時点で、引継完了報告書（様式任意）に署名・     

捺印し甲に提出すること。 

（８） 上記（１）から（８）の作業内容、範囲等について、この仕様書に定めのない事項については、甲、   

乙及び前受託者の三者間で協議のうえ、決定するものとする。なお、円滑な引継ぎが行えない等

医事業務に支障が出た場合は、乙は甲に対して、その損害を賠償する義務を負う。 

18． その他 

(１) 緊急事態の対応処理 

自然災害や機器(電算など)等の緊急事態に対する対応については、甲の取り決めに従うものと 

する。 

(２) 災害医療への対応 

甲が災害医療対策本部を設置した時は、[大津市民病院災害医療対策マニュアル]に規定した 

業務を実施するものとする。 

(３) 現金取扱に伴う過不足への対応 

窓口収納業務、つり銭準備業務等の現金取扱において過不足が生じたときは、乙は速やかに 

甲へ報告するものとする。 

(４) 本仕様書に記載のない事項 

本仕様書に記載のない業務上必要な軽微作業については、乙が実施するものとする。 

(５) 本仕様書に記載の業務に関して変更や疑義が生じた場合の対応 

本仕様書に記載の業務に関して変更・疑義が生じた場合は、甲と乙の双方で協議を 

行い、これを決定する。 

(６) 医療事務等関連業務委託評価シートについて 

          乙から提出の（別紙2）医療事務等関連業務委託評価シートに基づき甲は業務評価を毎月行う。

乙と甲の評価が異なる場合は、双方による協議を行い、評価・委託料を決定する。 

なお、評価の決定によりＣ評価となった場合は、１項目あたり２００,０００円を委託料から減額する。 

 


