
 

業務仕様書 
 
１．履行場所   大分県別府市大字鶴見３８９８番地 

         国家公務員共済組合連合会 新別府病院 

 

 

２．履行期間   平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

 

 
３．目  的    医事業務のうち外来業務を委託することによって、医事課全体の業務の効率化を図

ると同時に看護部門である院内作業業務を委託することにより、看護師の業務の効率

化と患者サービスの質的向上を図る。 

 

 
４．業務日及び業務時間 

 

① 外来医事業務 

           月曜日～金曜日  ８：００～１７：１５ 

 
         ②収納業務 

           月曜日～金曜日  ８：３０～１７：００ 

 

         ③内視鏡部受付業務 

           月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

 

         ④外来クラーク業務 

           月曜日～金曜日  ８：３０～１５：００ 

 

         ⑤時間外受付業務 

           日曜日～土曜日 １７：１５～２２：００ 

 
         ⑥休日受付業務 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・開院記念日 

振替休日・年末年始１２月２９日～１月３日 

８：３０～１７：１５ 

 
         ⑦メッセンジャー業務 

           月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

 

         ⑧大分合同庁舎診療所受付業務 

           木曜日     １３：００～１６：００ 

 

 

 

 

 



 

５．業務を要しない日 

         ①外来医事業務 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・開院記念日 

           年末１２月２９日～年始１月３日 

 

         ②収納業務 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・開院記念日 

           年末１２月２９日～年始１月３日 

 

         ③内視鏡部受付業務 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・振替休日・開院記念日 

           年末１２月２９日～年始１月３日 

 
         ④外来クラーク 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・振替休日・開院記念日 

           年末１２月２９日～年始１月３日 

 

         ⑤時間外業務 

           日曜日～土曜日  ８：３０～１７：１５ 

                   ２２：００～ ８：３０ 

 

         ⑥休日受付業務 

           月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

 

⑦メッセンジャー業務 

           土曜日・日曜日・祝祭日・国民の休日・振替休日・開院記念日 

           年末１２月２９日～年始１月３日 

 

         ⑧大分合同庁舎診療所受付業務 

           月曜日～水曜日・金曜日～日曜日・祝祭日・国民の休日 

           開院記念日・年末１２月２９日～年始１月３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

業 務 内 容 

 
1：外来医事業務 

①事前準備 

・机・カウンター上拭き清掃 

・コンピュータの電源を入れる 

・コピー機の電源を入れる 

・診察申込書の準備 

・問診表の準備 

・各種ゴム印を使用しやすい用に並べる 

・テレビ・ＢＧＭの電源を入れる 

・エアコンの電源を入れる 

・時間外受付からの申送り対応 

 
②初診・再診受付 

・受診申込書の記入説明 

・初診申込書受付 

・受診保険の種類確認 

・保険証チェック 

・健康保険証のコピー(後スキャナー処理) 

・紹介状有無の確認と受取(後スキャナー処理) 

・紹介状の紹介登録 

・診療録（以下｢カルテ｣という）１号用紙の作成（コンピュータ入力）※眼科のみ 

・カルテファイル作成 ※眼科のみ 

・診察券発行 

・会計カード・受診基本票の発行 

・カルテ搬送（眼科） 

・新患登録 

・患者ＩＤの検索 

・前回受診カルテ検索・抽出(依頼分と眼科のみ) 

・健康診断の相談応対 

・健康診断患者の入力・請求業務 

・再診申込受付（自動受付機が対応出来ない場合） 

・診察・薬のみ・検査の有無の確認 

・予約患者時間の確認 

・診察室への案内 

・診察券忘れ対応 

・診察券の再発行 

・カルテの検索・抽出 

・会計カード・受診基本票の発行 

・受診基本票とカルテのマッチング 

・カルテ日付印の押印(眼科のみ) 

・患者情報・保険情報の登録修正 

・証明書の各種書類作成受付（Medi-Papyrus での操作対応） 

・診療待ち時間・診療順番の問い合わせ対応 

・予約センターでの受付キャンセル作業 



 

・院内施設案内 

・来客取次ぎ 

 
③入退院受付等 

・入院予約患者受付と、病棟連絡 

・病棟への入院連絡 

・緊急入院時対応 

・入院説明（持ち物・保証金等） 

・入院申込書記入説明 

・入院台帳作成 

・入院原票作成 

・自費分確認（特別室料・電話代・紙おむつ等） 

・見舞い客対応 

・紹介状のスキャナー作業（救命救急含む） 

・新患や来院が半年以上空いている入院患者の保険証(コピー分)スキャナー 

・ＥＲに持込無しの紙カルテ依頼があった場合抽出作業(西館) 

・減額認定書、限度額適用認定証の登録及び説明 

・入院患者、退院患者、病棟転棟患者のリスト発行と確認 

・ＥＲ診察後、入院となる患者家族の病棟案内 

・限度額証の家族への説明(本人に説明できない場合) 

・前日入院名簿コピー後、診療情報管理室へ持参(月曜日は金曜～日曜日分) 

・紹介状のスキャン取込み 

 

④カルテの受取、整理 

・カルテアリバイ処理（外来のみ） 

・インアクティブカルテ棚からの検索 

・カルテ整理 

・カルテ収納 

・カルテ修理・分冊 

・カルテ貸出・閲覧対応 

 

⑤救急患者受付 

・診療終了後カルテ整理 

・ER で診る患者の救急受付(バーコード付用紙出力・救急外来日誌入力) 

 

⑥外来診療データ入力（計算）、請求書発行 

・会計伝票記載漏れチェック 

・受診保険の種類確認と保険証のチェック 

・会計に関する患者問い合わせ対応 

・診療内容入力 

・公費医療に係るデータ入力（計算） 

・自賠責・労災医療に係るデータ入力（計算） 

・病名入力 

・請求書（納入通知書）の発行 

・入力済み伝票処理 

 

 



 

⑦診療費徴収窓口 

・計算済み患者呼出（請求書を渡す） 

・領収印（受領印）押印 

・現金授受 

・レジスター入力 

・薬局の案内と投薬の受付説明 

・領収書発行 

・返金（還付金）業務 

・伝票・カルテ整理 

・未収金台帳記入 

・未収金患者への連絡 

・駐車券処理、対応 

 
⑧健診業務 

・健康診断受付 

医師・看護師・放科・検査課と調整後予約取り。見積書作成、健診当日の案内、請求書作成、郵送 

 

⑨物品管理業務 

・カルテ・伝票・診察券・領収書等在庫確認 

・カルテ・伝票・診察券・領収書等発注依頼 

・カルテ・伝票・診察券・領収書等納品確認 

・文房具・消耗品の在庫管理及び発注依頼維持 

 

⑩終了業務 

 ・忘れ物処理 

・集計表出力 

・コンピュータ電源を切る 

・ＴＶ、ＢＧＭ電源を切る 

・正面玄関の時間外窓口看板出し 

 
⑪保険請求業務 

・診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）を出力する 

・保険種類ごとの件数確認 

・レセプト上で判断出来る請求漏れ、誤り点検 

・長期投与の確認 

・コメント漏れ確認 

・不明な点、確認事項は付箋貼付を行い渡す 

・過誤再請求件数を確認し渡す 

・電子カルテ病名の修正及び整理(先生方があげた病名の上げ直し、ダブり等整理) 

・必要に応じ症状詳記の作成依頼、レセプト返却後に内容に誤りがないか点検 

・過誤、返戻レセプトの調整と整理（担当医師への確認と不備な部分の整理） 

 
⑫集計業務 

・コンピュータ出力した集計表との照合 

 

⑬業務を円滑に行う為に連絡窓口を設ける。問題点や検討すべき事項が発生した場合は窓口責任者と病院

側で協議を行う。決定した事項についてはスタッフへの周知を図り、結果を病院に報告する。 



 

 
2：収納業務 

 ・当直分伝票、現金確認（年末年始・連休時対応も含む） 

・1、2 号機レジスター準備 

・1、2 号機及び当直・ドッグ用つり銭準備 

・1、2 号レジスターによる入金処理（外来診療費及び入院費） 

・クレジットによる支払処理 

・外来診療費の当日払い不能な患者様へ誓約書記入依頼 

・分割支払書類（患者様に記入いただく） 

・カード代・コピー代処理（毎週金曜日に会計課へ） 

・金銭の授受 

・1、2 号機レジスター締め作業 

（1 号機締め 12：00・2 号機締め 12：45）15：30 までに会計課に提出 

17：00～最後の締めを行う（集計）→日計表の作成 

※締めの途中で患者が来た場合は当直分でいただく 

・金種帳記入 

・患者呼び出し 

・未収金処理対象者（患者様）に関する日々の電話連絡 

・領収書発行 

 ・明細書発行業務 

 

3：内視鏡部受付業務 

・朝の準備作業及び検査受付 

・麻薬処方箋の確認を電子カルテより印刷された分を受払控簿に内容記入及び医師のサインと看護

師のサイン依頼 

・名札を作成、カードの確認をして検査準備 

・電子カルテからリストを出力し翌日の名札や大腸検査前処置の札の準備 

・病理検査室や細菌検査室へ搬送 

・カード、患者用パス用紙の確認 

・他検査及び他科受診の有無確認 

・胃及び大腸内視鏡検査時の食事有無確認 

・胃及び大腸内視鏡パス用紙(医療者用)に準じて問診 

・患者に前処置室への案内 

・覚醒された患者を外来へ案内 

・検査後の伝票を整理 

・内視鏡検査の毎月、年度分統計(個別検査数及び内視鏡件数の作成) 

・当日検査数確認(当日項目及び外来分は医事課、病棟別での検査数と治療数を師長)※所定の用紙に記

入後提出 

・物品の補充 

・パソコン及び輪転機を使用にて印刷物を補充 

・地域連携室からの紹介による前日確認及び準備作業 

・ソレミオシステムにおける洗浄履歴管理(使用ファイバー確認及び入力) 

・ソレミオシステムにて新人医師名の登録をおこなう 

・ソレミオシステムにて医師によるレポート入力時項目等の修正をおこなう 

・ソレミオにて洗浄履歴を作成と同時に検査履歴を作成し保管。 

・当日病棟検査分に他の検査が入っていないか確認し、内視鏡受付票を印刷、所定場所に整理(朝一番に



 

実施) 

・内視鏡検査終了後、検査時に使用した物等を確認及び実施にて医事課へ電子カルテにて送る。 

・ 患者用パスにサイン(患者)がない場合はフルネームで記入依頼、内視鏡退出時にコピー後、ファイル

保管(内視鏡保管・管理) 

・後日、病理結果が出た場合に他院に手紙を郵送。 

・内視鏡室での診察や検査後の説明をした場合、再来時に検査他など発生する場合、検査予約用紙等を

準備し看護師に渡す。 

 

 

 

4：外来クラーク業務 

・採血済みの血液を検査室に運搬 

・検尿・検痰・検便等検体を検査室へ運搬 

・眼科紙カルテを医事課、他の場所に運搬 

・患者は高齢者が多いため移動場所（次の検査や診察場所）への案内 

・処置室周辺の患者対応 

・各外来診療科及び医事課へ診療録及び処置箋、伝票類を搬送 

・採血管及びアルコール綿の補充 

・処方箋の控えを持って注射薬を薬局に受取 

 ・薬局の準備した点滴等を運搬 

 ・内科受付業務のフォロー(処置室繁忙時期と内科混み具合により)到着確認、診察の振り分け、問診、

聞き取り 

・基本スケジュールからバーコード読み取り、採血スピッツ準備 

・検査ラベル出し 

・安全な医療用具の補充 

・処置室から予約の始まる患者様の到着確認、基本スケジュール出し 

・処置室受付対応(受付済み確認、電話対応) 

 

5：時間外業務 

・受診申込書の記入説明 

・初診申込書の受付 

・受診保険の種類確認 

・保険証のチェック 

・健康保険証のコピー 

・カルテ１号用紙の作成（コンピュータ入力） 

・カルテファイル作成 

・診察券の発行 

・会計カード・受診基本票の発行 

・カルテ搬送 

・新患登録 

・患者ＩＤの検索 

・診察室への案内 

・診察券忘れの対応 

・診察券の再発行 

・カルテの検索・抽出 

・会計カード・受診基本票等の発行 

・カルテの日付印の押印 ※眼科のみ 



 

・患者情報・保険情報の登録修正 

・証明書の各種書類作成の受付 

・診療待ち時間・診療順番の問い合わせ対応 

・院内施設の案内 

・来客の取次ぎ 

・担当医師・看護婦の所在確認・連絡 

・診療可否の確認 

・病棟への入院連絡 

・緊急入院時の対応 

・入院説明（持ち物・保証金等） 

・入院申込書記入説明 

・入院台帳作成 

・受診保険の種類確認と保険証のチェック 

・会計に関する患者からの問い合わせ対応 

・会計カード（計算書）記入 

・請求書（納入通知書）の発行 

・入力済み伝票処理・保管 

・計算済み患者の呼出（請求書を渡す） 

・領収印（受領印）押印、現金授受 

・領収書の発行、レジ締め、管理日報の作成 

 ・救急受付業務(通常受付と別システム) 

・保険証のスキャナー作業 

・紹介状のスキャナー及び紹介状登録 

・救急日誌の登録 

・救急入院者への限度額認定証の説明 

・電話対応 

 
6：休日受付業務 

・休日受付・レセプト作成 

・担当医師・看護師の所在確認・連絡 

・診療可否の確認 

・診療内容入力 

・院内施設の案内 

・来客の取次ぎ 

・見舞い客対応 

・予約入院患者の病棟案内。 

・保険証スキャナー作業 

・紹介状のスキャナー、紹介元登録 

・救急受付業務 

・救急日誌登録 

・電話対応 

・入院証明書を後に手続きに来た際に家族等に病棟へ渡す事が出来ない場合は病棟へ持込む 

・各書類の申込手続き 

 
7：メッセンジャー業務 

②病棟メッセンジャー業務  

・各種伝票類の他部門への搬送・コピー 



 

・薬剤部と病棟間の伝票及び薬剤の運搬（但し、麻薬・血液等は除く） 

・必要書類・伝票類の準備及び補充 

・検体・伝票の搬送（検査科） 

・依頼有りカルテの手配 

・滅菌材料を中材室に搬送 

・経管栄養を栄養科に毎週金曜午後に受取 

 ・物品搬送 

 ・経管栄養を使用している患者は、栄養課に経管栄養を受取 

 

 
8：大分合同庁舎診療所受付業務 ※木曜の月 2 回実施 

 ・窓口での患者対応 

・受診申込書の記入説明 

・初診申込書の受付 

・受診保険の種類確認 

・保険証のチェック 

 

 
9：外来レセプト精度調査業務  

・平成 29 年 9 月若しくは 10 月分の提出済みレセプトを平成 29 年 11 月 11 日以降から 11 月末までに調

査を実施 

・外来全診療科よりカルテ、レセプトを 150 件分抽出し、カルテとの照合点検をおこない請求間違い、

請求漏れ等について調査結果、総評、対策を報告書として平成 29 年 12 月中旬迄に提出する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


