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１．基本的事項

　本業務の履行に関しては、次の基本的事項を遵守するものとする。

（１）受託業務従事者は、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者で、心

　　身ともに健康かつ清潔感のある者とする。

（２）受託者は、本業務の統括責任者として次のいずれかの資格を有し、５年以上の業

　　務経験を有する者を１名配置し、委託者と常時情報交換できる体制をとること。

　　　また、統括責任者の不在時に対応できる副統括責任者として次のいずれかの資格

　　を有し、３年以上の業務経験を有する者を外来業務と入院業務に各１名以上配置す

　　ること。

　　①財団法人日本医療保険事務協会が実施する診療報酬請求事務能力認定試験

　　②財団法人日本医療教育財団が実施する医療事務技能審査試験（２級以上）

　　③技能認定振興協会が実施する医療事務管理士技能認定試験

　　④医事事務に関する①②③と同等以上の資格

（３）ＤＰＣ業務に精通し、かつＤＰＣ導入病院で請求実務を経験したことのある者を

　　入退院計算業務に複数名配置すること。なお、当該職員はＤＰＣに関する病院側と

　　の個別の打ち合わせに参加すること。

（４）受託業務従事者は、受託業務を正確、迅速、丁寧、親切、明朗に行うとともに、

　　病院内において業務を行うに相応しい執務態度を堅持すること。また、病院職員と

　　密接な連携を図り、良好なコミュニケーションを保ち、患者サービスの視点で業務

　　の円滑な遂行に努めること。

（５）受託者は、部署ごとに適正な受託業務従事者を配置した配置図（休暇職員のバッ

　　クアップ体制も含む）を委託者に毎月提出するものとし、変更しようとする場合も

　　同様とすること。

（６）受託者は、業務の円滑な遂行を図るため、委託者との定期協議等において、収益

　　増加策や請求漏れ対策等について積極的に提案すること。

（７）受託者は、受託業務従事者に対する医事業務の遂行に必要な知識、技能の向上の

　　ための体系的な研修プログラム並びに診療報酬請求精度向上のための組織的な対策

　　を講じること。

（８）受託者は、病院行事（研修、ＴＱＭ活動、厚生局の指導等）に対しても積極的に

　　取り組むこと。

（９）受託者は、災害時の対応等に対して積極的に協力すること。

（10）受託者は、感染症発生時等の非常時における業務遂行について、円滑な業務継続

　　ができるよう最大限の努力をすること。

（11）受託者は、本契約の満了又は解除に伴い受託業務を引き継ぐ時は誠意を持って対

　　応し、病院の運営に支障のないように十分な時間及び内容を持って引き継ぐこと。

　　特に医事システム等の端末操作については、次期受託者に懇切丁寧に説明して引き

　　継ぐこと。

２．外来業務

（１）外来受付業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時から午後５時まで

（総合案内、新患受付については午後１時まで）

（紹介患者受付については午後５時まで）

（外来患者の日々の増減には、配置体制等臨機応変に対応する。）

③ 業務内容

【総合案内】

〔１〕受診手続の案内

　受付方法（新患・再来）を確認し、流れを説明する。

医事業務等委託に関する仕様書
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〔２〕申込書記入指導

　診察申込書の記入指導を行う。

〔３〕来院状況の確認

　新患患者・診療科新患患者・再来患者であるかの確認を行う。

〔４〕紹介状等の確認

　紹介状等持参者で紹介患者に該当する患者を、紹介状お持ちの方

専用窓口に案内する。

〔５〕受付終了後の患者対応

　午前11時以降に来院した外来患者について、診療科に受入可能か

どうかを確認し、可能な場合は申込書記入指導等を行う。

【新患受付】

〔１〕新患の受付（申込書の受理）

　総合案内で記入した診察申込書、保険証等を受領する。

〔２〕保険証、診療科、来院歴の確認

　保険証、受診する診療科、来院歴を確認する。

〔３〕患者情報の登録

　患者情報を医事システムに登録する。

〔４〕ＩＤカードの発行

　医事システムにより、ＩＤカード（診察券）を発行する。

〔５〕保険会社からの医師面談申込受付

　医師と面談希望のある保険会社と各診療科との連絡調整を行い、

面談日当日に申込書の記入指導と受付、案内を行う。

〔６〕電話による問い合わせや見舞客の案内等の対応

　電話による問い合わせや、見舞客の案内等の対応を行う。

【再来患者受付】

〔１〕再来受付機の患者指導

　再来受付機始動時は混雑するため複数の職員で機械横で受付補助

や患者指導を行い、以降は１１時まで１名待機し、患者を案内する。

〔２〕ＩＤカードの再発行

　診察券再発行申請書の記入指導と料金の説明を行い、ＩＤカード

を再発行する。

〔３〕午後診療予約患者の受付

　予約、緊急患者の受付業務を行う。

〔４〕住所等変更患者の診療録の修正

　住所等が変更した患者について、医事システムを修正登録する。

〔５〕電話による問い合わせや見舞客の案内等の対応

　電話による問い合わせや、見舞客の案内等の対応を行う。

【紹介患者受付（新患・再来とも同じ】

〔１〕紹介患者情報の入力

　紹介患者（二時検診患者を含む）の、窓口対応を行う。

　紹介状、保険証、診察申込書を確認し、患者情報を医事システ

ムへ入力する。

　診療科、来院歴の確認を行う。

〔２〕紹介状、診療情報等の電子カルテ取り込み

　紹介受付において、紹介状、診療情報等の電子カルテへの取り

込み（スキャン）を行う。

・他施設からのCDの電子カルテへの取り込みを行う。

・当院の電子カルテから出力したCDの払い出しを行う。

（窓口での患者への引き渡しも含む）

〔３〕ＩＤカード（診察券）の発行

　新規の患者については、入力された患者情報に基づき、ＩＤ

カードを発行する。
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〔４〕紹介患者の住所等情報の変更

　住所等が変更した患者について、医事システムを修正登録する。

〔５〕次回診察日の予約

　紹介患者の来院日に、診察診療科が休診の場合、次回診療日の確

認を行い、診察日を入力する。

〔６〕限定業務の援助

　当日の業務が終了した場合のみにおいて、勤務時間内で次の

業務に限り援助を行う。

・電子カルテ連携室業務において、新規の紹介元医療機関、医師を

登録する。また、登録済みの医療機関、医師の情報に変更があった

場合に修正を行う。

・電子カルテ連携室業務において、返書発送済みのチェックを入れ

る。

・電子カルテ連携室業務において、予約入力（ＦＡＸ分）を行う。

（２）外来計算業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

【会計入力受付】

〔１〕受診スケジュール等の受領と再来患者の保険証確認

　「３料金計算」で会計伝票ホルダーを受領し、受診スケジュールに

記載されている前回保険確認日が前月以前の場合に保険証の提示を

求め内容変更の有無を確認する。また、変更がある場合には保険内容

修正のため院外処方せんの提示を求める。

〔２〕自己負担のない患者への対応

　生活保護受給者、原爆被爆者等で自己負担のない患者に対しては、

支払いの必要がない旨を伝え、お帰りいただく。

〔３〕療養費払い、子ども医療費助成制度に係る返金方法の説明

　新生児や更新手続き中で保険証が無く、全額自費請求となってい

る患者に対し、必要に応じて療養費払いと子ども医療費助成制度に

関する返金方法の説明を行う。

〔４〕電話による問い合わせや見舞客の案内等の対応

　電話による問い合わせや、見舞客の案内等の対応を行う。

【診療計算】

〔１〕オーダー情報取り込み、確認

　データがあるのに取り込まれていないものがないか確認しながら

ＩＤと診療科を入力してオーダー情報を医事システムに取り込む。

〔２〕診療内容入力

　検査、処置せんの伝票でくるものについて入力を行う。

〔３〕保険証の確認と保険変更入力

　月に１回の保険確認を行い、変更している場合には、医事システム

の登録変更と処方せんの書き換えを行う。

〔４〕納入通知書の出力

　患者名、診療科、日付を確認して納入通知書を発行する。

〔５〕診療内容、金額等の照会対応

　患者や患者家族、各種団体からの問い合わせに対応する。また、

外来の医師、看護師等からの診療報酬に関する問い合わせに対応す

る。

〔６〕当日未納患者への電話督促

　夕方まで納入通知書が残っている患者に電話連絡をする。
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〔７〕診療内容変更等による金額変更した場合の電話連絡

　追加伝票や診療行為の追加等による診療内容変更に伴う金額の変

更が生じた場合に、患者あて追加請求若しくは返金の連絡を行う。

〔８〕レセプト作成と内容点検（仮レセプトを含む。）

〔９〕過誤、返戻レセプト処理

　診療内容に関する部分は担当医師に確認し、不備な部分を整備す

る。

〔10〕査定内容分析・再審査請求準備

　査定により減点されたレセプトの内容の確認をし、再審査請求の

項目についてお知らせをする。

〔11〕労災、公務災害明細書の作成及び集計

　労災分の明細書を作成・集計して、労働局あて送付し、写しを

医事･相談課へ提出する。また、公務災害分も同様に作成し、患者

若しくは保険者へ送付する。

〔12〕点数証明書等の発行

　身障、母子、安全会等の申請用紙に病院の点数証明欄を記入し、

押印したうえで患者に渡す。

〔13〕重度身体障がい者及び生活保護患者情報の確認と入力

　重度身体障がい者医療給付事業及び、毎月各市町村から提供される

生活保護受給者にかかる患者医療券の情報確認と電子カルテへの入力

作業並びに、重度身体障がい者医療給付事業に係る医療費データの提

出を毎月実施する。

〔14〕照会、調査事項の処理

　電話や文書による受診日数や手術コードの確認等について、

診療科へ内容確認したうえで照会事項等に答える。

〔15〕外来諸伝票の整理

　１ヶ月毎に全診療科分を種類毎に分別し、地下倉庫へ保管する。

【納入通知書発行】

〔１〕患者呼び出しと納入通知書の交付

　納入通知書がプリンターから発行されるので、順次、患者を呼び

出して納入通知書を交付し、「５お支払口（大分銀行）」でお支払

いいただく。

〔２〕薬剤部への案内若しくは院外処方の説明

　お薬の処方が出ている場合、院内処方については院内薬局（薬剤

部）へ案内し、院外処方についてはその説明を行った上でＦＡＸ

コーナーへ案内する。

〔３〕未納がある患者の未納内容確認と支払指導

　納入通知書交付時に医事システム料金サマリ画面にて未納内容を

確認し、未納がある患者に対して支払指導を行う。

〔４〕前日分未納患者リストの確認

　前日分の未収金一覧表に基づき、電話連絡等による未納状況の確

認、催促を行い、以降未収金の入金確認後に消し込みをしていく。

〔５〕個人負担金修正の連絡

　過年度の未収金で、書損等により個人負担金の変更があった場合

には、医事･相談課へ連絡を行う。

〔６〕患者照会等の対応

【診療明細書発行】

〔１〕診療明細書の発行

　医事システムから診療明細書を発行する。

〔２〕診療明細書の内容確認及び綴じ込み

　医事システムから発行される診療明細書について内容を確認のうえ

同一患者の納入通知書と併せてホッチキスでとめる。
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〔３〕患者からの質問に対する応答

　診療明細書について患者からの問い合わせに対応する。

【一時金の預かり】

〔１〕時間外一時預り金の精算

　時間外受診患者の一時預り金の病院控えと患者用控えの照合を行い、

預かり金を返金する。　

　返金時に、病院控えに窓口来訪者の受け取りサインをもらう。

〔２〕時間外一時預り金未精算者への連絡

　一時預り金を受領している時間外受診患者等で精算が済んでいな

い者へ督促及び精算指導を行う。

（３）医療費等窓口収納業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時１５分から午前９時３０分まで

（窓口収納時間：午前８時３０分から午前９時１５分まで）

午後３時から午後４時４５分まで

（窓口収納時間：午後３時１５分から午後４時３０分まで）

③ 業務内容

〔１〕納入通知書による現金収納

　早朝及び銀行締め後にお支払いに来た方の医療費等を収納し、領

収書を交付する。

〔２〕収納現金の集計業務

　収納した医療費等を外来、入院、その他の区分に分けて集計し、

領収済通知書を医事･相談課へ、収納伝票と現金を会計管理課へ提出

する。

〔３〕クレジットカードによる収納業務

午前８時３０分から午後４時３０分までの間、クレジットカード

による医療費等を収納し、領収書を交付する。

（４）救急指定日の医事業務

① 業 務 日 救急指定日（年１０日間程度）

② 業務時間 午前８時３０分から翌日の午前８時３０分まで

③ 業務内容

〔１〕日常の医事業務全般のうち、救急指定日に発生する業務

　外来受付業務、外来計算業務を行う。

（５）年末年始休暇中の医事業務

① 業 務 日 甲の指定する日（２日間）

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

〔１〕日常の医事業務全般のうち、年末年始休暇中に発生する業務

　外来受付業務、外来計算業務を行う。

３．入院業務

（１）入院説明業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前９時３０分から午後４時まで

③ 業務内容 （３ブースにおいて効率的な人員配置により説明を行う。）

〔１〕入院パンフレット等の準備

　入院パンフレットの他に、入院に関するお知らせなどのチラシが

多くあるので、必要時に渡し忘れ等が無いよう事前にセットしてお

く。

〔２〕予定入院患者等への入院説明

　予定入院患者（産科患者を除く。）及びその家族等に対する入院説

明を別紙「入院説明業務仕様書」に基づいて行う。
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〔３〕再入院患者等への入院説明

　予定された再入院患者（産科患者を除く。）及びその家族等に対す

る入院説明を別紙「入院説明業務仕様書」に基づいて行う。

〔４〕当日緊急入院患者等への入院説明

　当日緊急入院となった患者（産科患者を除く。）及びその家族等に

対する入院説明を別紙「入院説明業務仕様書」に基づいて行う。

　ただし、入院患者またはその家族等が入院説明室へ来られる場合

に限る。なお、予定入院患者への説明を優先し、待ち患者が多数の

場合は、外来看護師へ入院説明を依頼できるものとする。

〔５〕病棟への案内

　病棟への案内を要する場合、１１時以降可能な限り対応する。

（２）入院受付業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

〔１〕時間外（休日）入院患者の確認

　時間外入院の患者情報を入院申込書兼入院誓約書（以下「入院カ

ード」という。）で確認・修正する。

〔２〕入院患者台帳の作成

　毎日の入院患者台帳を作成し、医事システムから出力される入院

患者リストと確認する。

〔３〕入院手続き等の指導

　入院にあたっての申告書、入院カードの内容を確認し、入院患者

の入院手続きを行う。

〔４〕保険証等の確認

　保険証の提示を求め、内容確認と同時に患者等の了承を得た上で

コピーを取っておく。

〔５〕入院患者の情報確認とリストバンドの作成

　入院患者の患者情報を確認し、リストバンドを発行する。

〔６〕病棟等への連絡

　入院する病棟等へ連絡し、看護師等に案内を依頼する。

〔７〕見舞客等の案内

（３）入退院計算業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務場所 産科病棟、ＮＩＣＵ、４階西病棟、５階東病棟、５階西病棟、

６階東病棟、６階西病棟、７階東病棟、７階西病棟、８階東病棟、

８階西病棟、救命救急センター、ＩＣＵ及び手術室、精神医療ｾﾝﾀｰ

医事･相談課 とする。

④ 業務内容

【診療計算】

〔１〕保険証、入院履歴の確認

　入院日より１ヶ月ごとに保険証の提示があるかどうかを確認し、

無い場合は文書で保険証の提示を求める。また、入院履歴を確認し

入院歴がある場合には、今回入院との関係を調査する。

〔２〕オーダー情報取り込み、確認

　全患者のオーダーを取り込み、エラーリストを出力した上で、

そのデータも取り込む。

〔３〕入院診療内容の入力

　検査、処置、手術、投薬の伝票でくるものについて入力を行う。
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〔４〕診療録の確認

　退院時にカルテを確認して、処置、注射、投薬、検査の入力漏れ

がないかチェックする。

〔５〕レセプト作成及び内容点検

　レセプト入力後、内容に誤りがないか点検を行う。

〔６〕過誤、返戻レセプトの調整、整備

　診療内容に関する部分は担当医師に確認し、不備な部分を整備する。

〔７〕査定内容分析・再審査請求準備

　査定により減点されたレセプトの内容の確認をし、再審査請求の

項目についてお知らせをする。

〔８〕子ども医療費助成制度の計算業務

　子ども医療費助成制度受給対象者の高額療養費の現物給付分にかか

る計算業務を行う。

〔９〕労災、公務災害明細書の作成及び集計

　労災分の明細書を作成・集計して、労働局あて送付し、写しを

医事･相談課へ提出する。また、公務災害分も同様に作成し、患者

若しくは保険者へ送付する。

〔10〕入院諸伝票の整理

　１ヶ月毎に全病棟分を種類毎に分別し、地下倉庫へ保管する。

〔11〕各種問い合わせの対応

　患者や患者家族、各種団体からの問い合わせに対応する。また、

担当する病棟の医師、看護師からの診療報酬に関する問い合わせに

対応する。

【納入通知書発行・病棟連携】

〔１〕概算医療費の連絡

　２日後退院予定患者の概算医療費を計算して病棟あて送付する。

問い合わせがあった場合には随時対応する。

〔２〕随時退院納入通知書発行

　医事･相談課内で毎日、入院請求書を出力する。

〔３〕（定時・退院時）納入通知書発行

　定時分の納入通知書は一括して出力し、病棟へ送る。

〔４〕骨髄移植に関するレセプト及び治験レセプトの作成及び請求書発行

〔５〕各種医療証明書の発行、交付

　前月以前の身体障害者、母子、特定疾患について証明を行う。

〔６〕退院証明書の発行、交付

　退院証明書を発行する。

〔７〕日報処理

　入院カードで入院日、部屋番号等を確認し、医事システムの情報

と照合した後、追加請求分も含めて退院患者の退院計算が処理され

ているか確認する。

〔８〕個人負担金修正の連絡

　過年度の未収金で、書損等により個人負担金の変更があった場合

には、医事･相談課へ連絡を行う。

〔９〕患者照会等の対応

４．各種証明書・診断書の発行等文書事務、交通事故患者の処理、介護保険関係書類の

処理業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

〔１〕各種証明書・診断書の交付

　当院での医療行為に係る証明書、診断書等の文書交付申請について、

費用徴収の有無にかかわらず全て受け付ける。
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　「１文書受付」で各種証明書・診断書等の交付申請を受け付け、所

要日数や金額の説明と本人確認（本人以外の場合は委任状か同意書の

確認）を行い、できあがった書類を交付する。

　交付方法は、郵送又は手渡しとし、受付時に確認を行う。郵送する

場合は、受付時、料金を前払いで徴収し、患者が準備した返信用封筒

にて発送する。

　電話による問い合わせに応じる。

〔２〕交通事故患者に関する業務

　交通事故患者の保険会社対応、窓口対応、自賠責・交通事故等各

種証明書発行、診断書依頼、明細書作成を行う。

５．外来紙診療録管理業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時から午後５時まで

③ 業務内容

〔１〕予約外来患者のカルテセッティング

　外来診療科担当が入力した外来予約患者の紙診療録を取り出し、

外来診療科担当へ引き渡す。

〔２〕外来受診後紙診療録の処理

　外来診療のため貸出した紙診療録が返却された時は、バーコードに

より登録する。

〔３〕紙診療録の貸出

　診療情報管理室職員が行うがん登録をはじめとする診療情報管理

業務のための紙診療録の貸出依頼に適切に対応する。

　また、研究、書類作成等のために貸出依頼のあった紙診療録につい

ても、登録のうえ貸し出すとともに、返却された当該紙診療録の収納

整理を行う。

〔４〕紙診療録の補修等

　破損した紙診療録の修理や分冊等を行う。

〔５〕紙診療録の適正な保管

　カルテ管理室の外来紙診療録を適正に保管するとともに、地下

カルテ保管庫の診療録の整理を行う。

〔６〕紙診療録貸出情報のデータ管理

　貸出集計リスト等データ管理を行い、紙診療録未返却リストの作成

及び状況確認、全診療科・病棟の未返却リストの作成、返却入力漏

れ等確認を行う。また、その状況を医事･相談課へ報告する。

〔７〕レントゲン、ＣＴ、ＭＲＩ等の整理と貸出

　決められた保管場所への整理、保管を行う。

　診療科（病棟含む）から診療に必要とするために貸出依頼のあっ

たＸ線フィルム（ＣＴ、ＭＲＩ、アンギオフィルムを含む。）を取

り出し、当該診療科へ送付する。また、返却されたフィルムを収納

する。

　整理整頓に努め、貸出等の記録をつける。

６．スキャンセンター業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

〔１〕文書の確認とスキャン

　入院診療計画などのスキャン対象文書の確認とスキャナーによる読

み取りを行う。

〔２〕外来診療科文書の回収

　入院診療計画などのスキャン対象文書の確認とスキャナーによる読み取り外来診療科をめぐり、スキャン文書の回収を行う。
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〔３〕スキャン文書の補正

　スキャン依頼された文書について修正、追記がある場合は、当該診

療科へ補正を依頼し、スキャンを行う。

〔４〕スキャン文書の保管

　スキャンの終わった文書をカルテ室内に保管する。

〔５〕電算カルテ上のスキャン未処理の確認

　電子カルテでスキャンオーダがあって未処理となっているものがな

いかの確認を行う。

〔６〕未スキャン文書の調査、整理

　スキャン依頼はあるが、電子カルテに貼付されていないスキャンオ

ーダーについて、調べて整理を行う。

７．外来診療科受付業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時から午後４時３０分まで

（外来科学療法室と産科は午後１時まで）

③ 業務場所 診療受付１（外来化学療法室）

診療受付２（婦人科、血液内科、呼吸器腫瘍内科、外科（乳腺外科）

診療受付３（整形外科、形成外科、外科（消化器外科）、脳神経外科

診療受付４（循環器内科、心臓血管外科、皮膚科、呼吸器内科、

　　　　　　呼吸器外科、神経内科）

診療受付６（内分･泌代謝内科、腎臓内科、膠原病・リウマチ内科）

診療受付７（内視鏡科、消化器内科）

診療受付22（歯科口腔外科、耳鼻咽喉科）

診療受付23（泌尿器科、眼科）

診療受付８（新生児科、小児科、小児外科）

診療受付９（産科）

診療受付10　精神医療ｾﾝﾀｰ（精神神経科）

④ 業務内容

〔１〕患者の受付

　患者から受診案内票を受領し、電子カルテシステムで受付けを行い

患者に受診スケジュールを渡す。

診療受付２ 及び、診療受付22（耳鼻咽喉科)において、対象患者へ

コールベルの受け渡し、ベルやケースのアルコール清拭等のサポート

を行う。

〔２〕問診票のセッティング及び記入依頼

　必要に応じて問診票をセットし、新患患者に問診票の記入をお願

いする。また、必要に応じてお薬手帳の受け取り、体温測定、体重や

血圧測定の案内、又は入院患者の感染症確認用紙の記入をお願いする。

〔３〕紙診療録等の受渡し

　搬送されてきた紙診療録、Ｘ線フィルム等を各診療科へ配布する。

　各診療科からの紙診療録やＸ線フィルム等を受領し、搬送担当者へ

渡す。

〔４〕検体の受け渡し

　自科採血した血液等の検体を検体・文書搬送業務担当者へ渡す。

〔５〕内視鏡室、採尿室、レントゲン検査室等への患者誘導・案内

　看護師の求めに応じ、外来窓口業務に支障を及ぼさない範囲で、他

の診療科、内視鏡室、採尿室、検査室等へ患者を誘導、案内する。

〔６〕検査等の実施確認

　診察日に検査や他科へのコンサルテーションが行われる患者につい

て、当該検査等が完了しているかを外来受付時に確認を行う。
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〔７〕再来受付機の説明

　次回予約のある患者で、再来機の受付方法が分からない患者につい

て、再来受診の方法を説明する。

〔８〕待ち時間の案内表示

　外来受付窓口横のボードに医師毎に設置された診察時間枠の表示を

行い、診察の進捗状況を患者へお知らせする。

〔９〕外注検査等の紙検査結果の関係科への送付

〔10〕受診終了者等の紙診療録返却

　当日の受診終了患者の紙診療録をまとめてカルテ室へ返却する

〔11〕予約確認等の電話応対

　予約日時の確認のみ、電話応対する。　診察内容などの問合せ

があった場合は、看護師へ電話を引継ぎする。

〔12〕その他各種案内、受診指導等

　窓口や電話における各種案内、受診指導、患者からの問い合わせ

や苦情に対応する。

　窓口業務に支障のない範囲で、Ａ４サイズへの規格変更コピー、診

療情報提供用ＣＤの受け取りを補助する。

適宜、待合室の換気、ファイルのアルコール清拭を行う。

〔13〕スキャン依頼書の作成

　外来診療科で発生する同意書、説明書、診療情報等について、スキ

ャン依頼書を作成する。

〔14〕婦人科検査結果の通知

　病理結果システムから結果一覧の取り出しを行う。

　婦人科検査結果通知書と郵送する予定患者の氏名を確認し、確認が

取れた通知書を封筒に入れ総務経営課へ送付する。

　結果一覧から郵送済み婦人科検査結果通知書が分かるように整理する。

〔15〕その他検査結果等の通知

　患者の依頼により、がん検診等の検査、診断結果の封筒詰めを行い、

発送する。

８．検体・文書搬送業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時３０分から午後５時まで

③ 業務内容

【受付窓口業務】

　別紙「検体・文書搬送業務マニュアル」に基づいて、外来における

検体、文書等の搬送を行う。

９．中央採血室受付業務

　別紙「中央採血室受付業務仕様書」に基づいて、中央採血室における受付業務

を行う。

10．コンシェルジュ業務

① 業 務 日 土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日を除く毎日

② 業務時間 午前８時００分から午後４時３０分まで

③ 業務場所 総合案内及び玄関(患者総合支援センター)付近

③ 業務内容

　別紙「コンシェルジュ業務仕様書」に基づいて、業務を行う。

11．時間外窓口業務

① 業 務 日 時間外及び土曜日、日曜日、祝日並びに１２月２９日から翌年の１月３日

（但し、救急指定日を除く）

② 業務時間 時 間 外：午後５時から翌日午前８時３０分まで

上記以外：午前８時３０分から午後５時まで
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③ 業務内容

【受付窓口業務】

〔１〕入院案内の対応

　入院患者の入院カード記入指導と見舞客等の病棟案内を行う。

〔２〕救急患者の対応（連絡、患者受入）

　救急患者が到着した際に救急室へ案内する。

【事務当直業務】

〔１〕特別診療患者等の受付及び入院手続き事務

　別紙「時間外当直業務実施要領」を参照

〔２〕患者受付事務処理

　別紙「患者受付事務処理要領」に基づいて行う。

〔３〕救急当直マニュアルに基づく当直事務

　別紙「救急当直マニュアル」を参照

【その他】

〔１〕事務当直日誌等の提出
　業務実施後、事務当直受付記録簿を医事･相談課に提出する。

12．査定減理由分析業務
① 業 務 日 査定結果受領後１ヶ月以内
② 業務内容

〔１〕査定減に伴う会計カードの記入
　査定結果の判明したレセプトのうち９００点以上減点されている
ものについて、減点明細書を見ながら出力した会計カードに減点状
況を書き写す。

〔２〕調査分析表の作成
　査定結果受領日から２ヶ月以内に作成する。

13．診療報酬改定関係業務
〔１〕診療報酬改定影響度調査

　診療報酬改定が及ぼす収入等の影響度について、改定前後月の入
院・外来ともに１００件づつを調査分析し、報告書を提出する。

〔２〕診療報酬改定セミナー
　診療報酬の改定があった内容について、病院職員を対象としたセ
ミナーを実施する。

14．看護業務量調査業務
〔１〕看護業務量調査

　看護業務に従事する職員の業務量を調査・測定し、報告書(６種類)を
作成、提出する。

15．施設、設備等の提供
〔１〕甲は、乙の業務に実施に必要な更衣室、休憩室及びロッカー、並びに
　　　電気、水道を無償で提供する。
〔２〕甲は、乙の業務に実施に必要な机、パソコンを無償で貸与する。

16．その他
〔１〕　委託契約書の規定に基づき、委託業務の処理状況その他必要な事項に
　　　　ついて資料等を作成すること。
〔２〕　ＤＰＣコーディングチェックなど診療報酬請求事務の精度向上に関す
　　　　る院内の取り組みについて協力すること。
〔３〕　病院機能評価の質の向上について協力すること。
〔４〕　県立病院が策定する中期事業計画が遂行できるように協力すること。
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入院説明業務仕様書 
基本事項：業務時間は、午前 9 時 30 分～午後 4 時までとする。 

入院説明にあたっては、産科を除く全ての診療科の入院患者について、説明を

行う。      
     説明対象者は、予定入院患者、再入院患者及び当日緊急入院患者で、入院説明

室へ来室できる患者及びその家族について、説明を行うものとする。 
     説明の項目及び看護師との業務分担については、協議することがある。 
 
Ⅰ 予定入院患者について 
入院説明を依頼する診療科の看護師の役割 

１ 入院説明が決まったら、依頼診療科の看護師は「入院準備楽ちんリスト」を記入する。 
２ 患者に「看護情報用紙」の記入をしてもらう。 
３ 入院説明担当クラーク（５６８２又は２１５８）へ連絡して、科名と患者氏名を伝え

る。その後、入院説明室へ移動を案内する。 
  ※緊急入院の方や書類のみ渡す場合は、当該科看護師が、その内容がわかるようにメ

モを添付する。 
●入院説明担当者の業務 
１．連絡を受けた入院説明担当者は、準備ができたら患者を入院説明室へ呼び入れる。 
２．入院説明係は「入院準備楽ちんリスト」に項目に添って説明し、チェックをする。 
  ※患者からの質問があり、回答に困る場合は各科の看護師へ連絡する。 

Ⅱ 再入院患者について 
  再入院患者についても、予定入院患者の方法に準ずるものとする。 
 
Ⅲ 当日緊急入院患者について 
  当日緊急入院患者についても、予定入院患者の方法に準ずるものとする。 
 
Ⅳ 説明内容及び分担について 
入院説明担当者が説明する内容について 
①入院申込兼入院誓約書 
②入院にあたっての申告書 
③診療上のご希望 
④看護情報用紙 

 ⑤感染症検査同意書 
⑥その他は「入院準備楽ちんリスト」の順に説明 
⑦「禁煙」「携帯電話」の説明は、「入院のご案内」の冊子より行う。 



検体・文書搬送業務マニュアル 
 
１ 外来における検体・文書搬送の業務時間 
   (1)平日日勤帯（午前８：３０～午後５：００）の搬送を行う。  

搬送を行う者を「外来メッセンジャー」という。 
(2)平日時間外（午後５：００～翌日８：３０）及び土日・祝日の搬送については、 
別の手段により搬送を行う。 

 
２ 搬送する検体・文書 
    搬送の対象は、検体、及び診断書、意見書、スキャン文書、書類等で医療業務上、外来

で発生する紙文書（以下「紙文書類」という）とする。なお、個人的な紙文書類は搬送の

対象外とする。 
 
３ 搬送にあたっての基本的事項 
    外来における検体・紙文書類の搬送は、外来メッセンジャーが定期便、緊急便の方法に

より、別紙「検体・文書搬送巡回表」により実施する。 
    なお、一般的事項として、緊急な搬送を除き、外来診療科間、各外来診療科と医事・連

携班間、医事と総務・会計班間等の部署間の紙文書類は、気をきかせできるだけ各自が適

時搬送を行うものとする。 
 
４ 搬送のルール 
       産科・小児・内代外来メッセンジャーPHS：５８６５ 
       内科・外科外来メッセンジャーPHS：５８６４ 
 
  (1)検体の搬送 
   中央採血室       臨床検査部 
   ・中央採血室で採取した検体の臨床検査部への搬送は、中央採血室クラークが行う。 
   ・検尿の臨床検査部への搬送は患者個人が行うことが多いが、搬送が必要な場合は、中央

採血室クラークが行う。 
 
   各外来診療科      臨床検査部 
   ・午前中は 2 人体制 

① 産科、小児科、内代外来メッセンジャー ：1 人配置 
上記診療科からの採血、検尿を臨床検査部へ運ぶ。(検体搬送という。) 
搬送の業務量、巡回時間の状況をみながら運用の見直しを行い、「検体・文書搬送巡回

表」を改正する。 
※アンギオで検体が発生した場合は、産科、小児科、内代外来メッセンジャーの呼び出



しにより搬送を行う。 
 

②内科・外科外来メッセンジャー ：1 人配置 
産科、小児科、内代以外の各診療科の検体搬送を行う。 
搬送の業務量、巡回時間の状況をみながら運用の見直しを行い、「検体・文書搬送巡回

表」を改正する。 
 

・午後は１人体制 
 午後からは、産科・小児・内代外来メッセンジャーが巡回をしながら、その他の診療

科で検体があった場合は呼び出しにより検体を臨床検査部へ搬送する。 
 

(2)紙文書類の搬送 
 ◎定期便： 

①医事班     各病棟 
  朝、夕の全病棟、医事課を巡回する看護部メッセンジャーが搬送することを基本と

する。 
 
②医事班     各診療科、アンギオ等 

 別紙「検体・文書搬送巡回表」により実施する。 
 

    ③医事班     相談・連携班 
      職員が随意搬送する。 
 
    ④各診療科間の搬送 
      医事班に設置された文書整理棚を活用して集配する。緊急かつ重要なものは緊急便

を活用する。 
 
    ⑤各外来診療科、医事班・患者総合支援センター     総務経営課・会計管理課 
      総務班が実施する定期便集配を活用する。また、医事班・相談班等の職員が移動す

る際に持参する。 
      各診療科は外来受付窓口に設置されている総務班への種類棚を利用して、総務班職

員により集配する。 
 
    ⑥各診療科（同意書、カルテ等）   カルテ室・スキャンセンター 
      カルテ室・スキャンセンター職員が、集配する。 
 
    ◎緊急便：緊急かつ重要な紙文書類は、緊急便により搬送する。 

（外来メッセンジャーには検体搬送を主として依頼し、紙文書類の緊急便は



できるだけ控える。） 
 
         ＊緊急で搬送が必要な場合は、外来クラークへ連絡する。 
 
 
外来における検体・紙文書類搬送の整理表 

搬送する物 各 職 場 午 前 午 後 
 
 
 
 
検体 

 

 
化学療法室・その

他内科、外科診療

科 

 
内科・外科外来メッセンジ

ャーが定期間隔で随時巡

回する。 
 

 
 
産科・小児・内代外来

メッセンジャーが定期

間隔で産科、小児、内

代を巡回しながら、そ

の他の診療科分を緊急

便で検体搬送する。 

 
産科・小児科・内

分泌代謝内代科 

 
産科・小児・内代外来メッ

センジャーが定期間隔で

巡回して検体を搬送 
 

 
 
紙文書類 

医事班 定期便及び職員による随時の搬送 
 早朝に一度搬送を行う。 
午前、午後に各１回の定期便により全診療科、

医事課を巡回し、集配する。 
＊午後作成した紙文書類は、翌日にしか処理され

ない。 
＊外来と病棟との搬送は、看護部メッセンジャー

による集配を基本とする。 
 
緊急かつ重要な文書は、緊急便とする。 

  

相談班 
連携班 
各診療科 
 

   
 
 
  特記事項）運用をしながら見直しを行う。 
 



検体・文書搬送業務表

●検体搬送について

　　　ルール：　メッセンジャーへの緊急連絡（PHS）は、外来クラークを通じて行う。

巡回
時間

巡回
時間

８：３０ 8:30

8:50 9:00

9:10

9:30 9:30

9:50 10:00

10:10

10:30 10:30

10:50

11:10 11:00

11:30 11:30

11:50 12:00

12:10

全部署（各受付、内視鏡、連携室）の文書
集配を行う。

ルートA、ルートＢ：　を巡回

ルートB：　を巡回

ルートＡ：　を巡回

ルートＡ：　を巡回

ルートＡ：　を巡回

ルートＡ：　を巡回

ルートＢ：　を巡回

ルートＢ：　を巡回

ルートＢ：　を巡回

ルートＢ：　を巡回

１　午前中、外来、医事・相談課を巡回するメッセンジャーは２人体制で、①産科・小児・内代外来メッ
　センジャー（20分間隔）と②内科・外科外来メッセンジャー（30分間隔）に分け定時巡回し、検体を搬
　送する。
　　　＊緊急の検体搬送は、ぞれぞれのメッセンジャーが対応する。

２　午後（　１２：３０以後　）からは、一人で、定期巡回し、検体を搬送する。
　　　＊緊急の検体搬送にもメッセンジャーが対応する。

②内科・外科外来メッセンジャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　PHS：５８６４

①産科・小児・内代外来メッセンジャー
　　　　　　　　　　　　　　　　　PHS：５８６５

ルートＢ：　を巡回

ルートA：　受付⑦（泌尿器・眼科）→受付
⑥（耳鼻・精神）→受付①（化療室・婦人）
→受付②（外科・脳外・血内・整形・形成）
→受付③（神内・呼内・呼外・消内・腎内・
心外・循内）→　臨検（回収した検体を受
付へ）

ルートＢ：　受付⑨（産科）→受付⑧（小
児・小外・新生児）→受付⑤（内代、皮膚
科）→臨検（回収した検体を受付へ）

朝一　８：３０
全部署（各受付、内視鏡、連携室）の文書
集配を行う。

ルートＢ：　を巡回

ルートＢ：　を巡回

ルートA：　受付⑦（泌尿器・眼科）→受付
⑥（耳鼻・精神）→受付①（化療室・婦人）
→受付②（外科・脳外・血内・整形・形成）
→受付③（神内・呼内・呼外・消内・腎内・
心外・循内）→　臨検（回収した検体を受
付へ）

ルートＡ：　を巡回

ルートＢ：　受付⑨（産科）→受付⑧（小
児・小外・新生児）→受付⑤（内代、皮膚
科）→臨検（回収した検体を受付へ）

ルートＢ：　を巡回



12:30

13:30

14:30

16:15

●文書搬送について

＊ルール

①メッセンジャーへの緊急連絡（PHS）は、外来クラークを通じて行う。

朝一：  医事班の棚にある前日の文書は、早朝、各外来クラークが各自の分を運ぶ。

8:30 ・受付①～受付⑨、内視鏡受付、医事班・連携室を巡回し、文書を集配する。（順序は、任意）

8:30

11:00 ・受付①～受付⑨、内視鏡受付、医事班・連携室を巡回し、文書を集配する。（順序は、任意）

15:30

②各外来診療科から、総務経営課、会計管理課への文書（３階への文書）は、できるだけ総務班職員（総
務班の箱）の集配を利用する。

ＣＴ受付（アンギオ）、Ｘ受付を回り、前日のアンギオ・透視の伝票等を、ニチイ職員が回収する。
（朝、１回のみ回収）

ルートＡ・ルートＢを定時巡回しながら、緊
急搬送（検体）に対応する。

ルートＡ・ルートＢを定時巡回しながら、緊
急搬送（検体）に対応する。

15:30
文書の当日最終回収
全部署（各受付、内視鏡、連携室）を巡回
し文書を回収する。

ルートＡ・ルートＢを定時巡回しながら、緊
急搬送（検体）に対応する。

・メッセンジャーは検体の定時巡回をしながら、受付①～受付⑨、内視鏡受付、医事班・連携室
を巡回し、文書を回収する。（順序は、任意）

全外来を巡回し、最終の検体搬送を行う。

ルートＡ・ルートＢを定時巡回しながら、緊
急搬送（検体）に対応する。

＊午後からは、定時巡回が１時間間隔　一人体制

・木曜日の手術せんについては、必ずこの集配に間に合うよう該当診療は準備をすること。
（１１：３０手術室へ持ち込む）



中央採血室受付業務仕様書 

 

 ○ 採血受付機周辺での案内業務（業務時間 午前８時から午後１時まで） 

 １．患者が採血受付機の前に順番に並ぶよう指導 

 ２．採血整理券発行操作の補助業務 

 ３．各種案内及び説明 

  ①採血整理券発行後の患者の外待合いでの待機案内 

  ②診察券を忘れた患者の有人受付への案内 

  ③検尿のある患者の採尿場所と採尿コップの提出場所の案内 

  ④整理券発行後の外待合いモニター表示の説明 

 

 ○ 中央採血室内の案内業務（業務時間午前８時から午後４時３０分まで） 

 １．外待合いモニターに表示された患者の受け付け 

  ①採血整理券の番号確認(外待ちモニターに表示された番号であるか) 

  ②採血整理券の処理 

  ・診察予約券・再来受付票・採血整理券の 3 枚をテープで留める。 

  ・他の検査のある患者は、留めた整理券を会計ホルダーに入れて渡す。 

  ・検査のない患者へ、留めた整理券を渡す。 

  ③患者への説明 

  ・中待ちの椅子にかけて待つこと 

  ・番号が表示されたら自分の番号の採血ブースに行くこと 

  ・採血ブースに整理券または整理券入り会計ホルダーを渡すこと 

  ④診察券を忘れた患者の受け付け 

  ・採血受付コントローラーで受け付し、採血整理券を患者へ渡す。 

  ・検尿のある患者は、採尿コップに患者ラベルを貼り採尿コップを渡す。 

  ・以下は、外待ちの案内業務３へ準ずる。 

 ２．待ち時間に他の検査がある患者・席を外す患者の案内 

  ①採血までに待ち時間のある患者は、会計ホルダーを渡し他の検査室へ 

   案内する。 

  ②他の検査終了後、また席を外し採血室に戻った時に外待ち案内に表示が 

   あった場合は申し出ることを説明。 

 ３．採血終了後の案内 

  ①看護師に渡された会計ホルダ－で次に行く場所のわからない患者の説明 

   や案内 

  ②戻る受診科のわからない患者の案内(特に併科の場合) 

 ４．翌日の検査依頼票の整理 

  ①各科看護師より会計ホルダーの受け取りと整理 

 



コンシェルジュ業務仕様書 

 

１ 業務内容 

（１） 来院者（入院・外来患者、患者家族、地域の医療福祉関係者、その他病院の利 

用者）に対する案内・接遇 

① 来院者に対して院内施設・各診療科・各病棟・各部門への案内を行う 

② 患者の受診相談は担当看護師へ取り次ぐ 

③ 来院者に応じて車椅子の提供を行う 

④ その他病院の利用者への案内を行う 

 

（2） 入退院時の案内・誘導 

① １階中央フロアで待っている患者へ積極的に声を掛け、ニーズを把握し、各受

付へ適切に誘導する（書類準備・記入指示含む） 

   ② 患者総合支援センターへの案内をスムーズに行うため、患者総合支援センター 

職員と連携を密にし、待ち時間等の説明、案内・誘導を行う 

③ 入院患者等を病棟まで案内・誘導する（荷物運搬を含む） 

   ④ 退院患者等を病棟から出口まで案内・誘導する（荷物運搬を含む） 

 
（3） 院内ラウンド・改善提案 

① 院内ラウンドを実施し、来院者への声かけ及び各種問い合わせ等対応を行う 

   ② 来院者へ快適な空間を提供するため、院内掲示の工夫、導線の変更及び院内 

レイアウト等積極的に改善提案を行う 

 
（4） 苦情に関する一次対応 

軽微なクレームはその場で処理し、対応困難な場合は状況に応じて病院職員に連絡

し、対応を依頼する 
 
（5） 外国人への対応 

日本語の話せない外国人に対して対応する（３者間通話） 

 
（6） 自動精算機の操作説明等 

 自動精算機への案内・誘導、操作説明を行う 

 

 
2 従事者の条件及び配置 

（１） 各従事者は同等の業務を行えるようにし、常時複数の従事者が業務を行える 

環境を整え、業務に支障のないようにすること。 



（２） 受託業務を適正に遂行するために支障のない人員を配置すること。 

（３） 受託業務については全て、受託業者において完結できる体制を組織すること。 

 
３ 配置する管理監督者 

管理監督者は受託業務を総括的に管理するとともに管理監督者の本部（本・支等） 

との連絡・調整を行う。 
 
４ 病院との連携 

受託業者は受託業務に関連した病院の会議等に参加し、関連事項について意見交換

すること。 

 
５ 留意事項 

（１） 受託業者は、業務を遂行するに当たり常に適切な患者サービスを提供すること 

を認識し、身だしなみ、言葉遣いなど十分配慮すること。 

（２） 受託業者は、業務を遂行するに当たって信頼を失うことのないよう細心の注意 

を払うこと。 

（３） 受託業者は、従事者に対して業務遂行上必要な専門的訓練や研修等を継続的に 

行うとともに技術向上に努めること。 

（４） 受託業者は、従事者の長期定着性に努めること。 

（５） 事前に従事者名簿を提出すること。 

（６） 従事者を変更する場合は、特に次の点に留意すること。 

① 変更前に配置現場での十分な実務指導及び引継ぎの期間を設け、能力の低下に 

より業務に支障を来たさないようにすること。 

② 新規従事者については配属までに業務遂行上必要な研修を実施し、新規従事者 

の業務修得及び指導については、受託業者が責任を持って行うこと。 

③ 少なくとも 1 ヶ月以前に変更を申し出し、事前に従事者名簿を提出すること。 

④ 変更に係る業務修得計画書を作成し、提出すること。 

⑤ 引継ぎのためのマニュアルを作成し、提出すること。 

（７） 受託業務の関係部署とは常に連携をとり、患者サービスの向上及び円滑な処理 

に努めること。 

（８） 月毎に業務報告書を提出するとともに、日常業務でトラブル及び特異な事例が 

発生した場合は、その都度報告すること。（患者からの意見・苦情も含む） 
 
6 その他 

（１） 受託業務に関し、当該業務の受託業者が判断できないものについては、病院職 

員と協議の上、必要な対応を行うものとする。 

（２） 受託業者は、契約期間が満了するとき、又は契約が解除された場合、新規受託 

者が支障なく業務が遂行できるよう、円滑に業務を引き継ぐこと。 



（３）従事者の安全管理（業務上の事故）及び衛生管理（インフルエンザ、他ワクチン） 

については、当該業務の受託業者が責任を持って対応すること。 
（４） この仕様書の定めのない事項について、日常的に行う必要のある業務が新た 

   に発生した場合については、当該業務の受託業者が人員や時間等変更のない範囲 

   で当該業務を実施すること。 
（５）その他仕様書に定めのない事項については、病院と当該業務の受託業者協議の 

  うえ定めることとする。 

（６） 個人情報の守秘義務及び人権尊重の重要性を深く認識し、業務上知りえた情報 

については委託契約期間中及び委託契約期間満了後においても秘密保持を厳守 

すること。 

（７） 患者の個人情報や病院の情報等の取り扱いは厳重に注意し、病院の許可なく個 

人情報等を病院外への持ち出しは厳禁とする。 

（８） 受託業者は患者等の病院利用者から見た場合に、受託業者の従業者と病院職員 

（医師・看護師・事務職員等）に違いはないことを認識し、病院の方針を十分に 

理解するとともに、病院から依頼のあった行事に関して、従業者に積極的に参加 

させるように努めること。 



時間外当直事務業務実施要領 

 

  大分県立病院の時間外当直事務業務は次のとおりとする。 

 

１ 業務時間 

   次に定める時間帯をいう。 

 平 日 １７：００～翌朝８：３０ 

 休祭日  ８：３０～翌朝８：３０ 

 

２ 主たる業務は次のとおりとする。 

（１）文書及び物品の収受 

（２）特別診療患者等の受付及び入院手続 

（３）施設利用に係る使用料及び手数料徴収事務 

（４）解剖謝金の払出しに係る事務 

（５）時間外預り金取扱い事務 

    時間外預り金取扱要領に基づき実施すること。 

 

３ 特別診療外来者について必要と認めたときは、当直師長を経由して宿・日直医に連絡 

し、指示を受け、別に定める患者受付事務処理要領により診療受付手続きをとらなけれ

ばならない。 

  また、入院患者のときは、別に定める患者受付事務処理要領により入院手続きをとら 

なければならない。 

 

４ 宿・日直医及び患者（遺族を含む。）からの要求に従う診断書等の発行については、 

所定の様式に所要事項を記入のうえ発行し、患者に交付しなければならない。 

（２）交付にあたっては、大分県使用料及び手数料条例(昭和３１年大分県条例第２２号) 

で規定されている文書料等、別に定める大分県立病院施設利用に係る使用料及び手数

料徴収事務取扱要領により徴収して、備付けの領収書に記入し、患者に交付しなけれ

ばならない。 

 

５ 当直者は、勤務終了後直ちに、勤務中取り扱った文書及び物品並びに徴収した文書料 

等の現金とともにこれを関係職員に引継がなければならない。 



 

時間外預り金取扱要領 

 

 時間外当直事務実施要領２（５）に定める受診者からの預り金の受領については、次の

とおりとする。 

 

１ 警備員は、休日及び時間外における受診者からの預り金については、「外来診療時間

外の自己一部負担金について」に基づき預り金を受領するものとする。 

２ 時間外受診者より預り金を受領したときは、取扱者は所定の預り証３通を作成し、 

  記名押印のうえ、正本は受診者に交付し、副本２通は預り金とともに保管し、翌日 

  （翌日が休日の場合は開院する最初の日）午前８時３０分までに診療時間外料金徴 

  収明細書を添えて、医事・相談課まで引き継ぐこと。 

 

預り金額一覧表                                     

 

  対象受診者 

 

  金額（円） 

 

     備     考 

 

１ 保険あり 

 

   ３，０００ 

 

・保険確認できた受診者 

 

２ 保険なし 

 

   ５，０００ 

 

・保険確認できない受診者 

 

３ 70 歳以上の方 

 

   １，０００ 

 

・高齢受給者証等を所持する受診者 

 

４ 県外居住者 

 

  １０，０００ 

 

・保険確認できない受診者 

※乳幼児（６歳未満の子）、公費対象受診者は対象外 

◎精算について預かり証を交付の際に、注意を促す。  

・近日中に「保険証」及び「預り証」をもって医事・相談課外来窓口（４番）で清算して

いただくこと。 

・精算は、代理の方でも可、９時から１５時まで（士曜、日曜及び休日を除く）の間であ 

ること 

 



患者受付事務処理要領 

 

１ 外来患者 

  外来で特診患者（時間外特別診療）がある場合は、次により処理するものとする。 

（１）診療申込み書に所要事項を患者又は家族に記入させた後、保険証とともに提出させ 

  る。この場合、他科の受診歴がある患者はその番号はその番号を使用し、受診歴がな 

  い患者は医事システムにより番号を付与する。（診察券、ＩＤカード発行） 

（２）診察申込書及び保険証により、カルテに所要事項を記載し、カルテの作成が終われ 

  ば外来基本箋を添付する。 

 

２ 入院患者 

  入院患者がある場合は、次により処理するものとする。 

（１）入院予約の患者については、入院申込書を所持しているので、入院申込書と診察券 

  を提出させ、確認する。 

（２）交通事故その他の緊急（直接）入院の患者については、外来受付処理（１）、（２） 

  に準じて行い、入院受付処理（１）の要領により処理するものとする。 

（３）交通事故の場合は、必ずその状況を医事システムにコメント入力する。 

 

３ その他 

（１）電子カルテ及び受診スケジュールは個人情報であるので、取扱いについては疎漏の 

ないように努めること。 

（２）特診、手術等のため医師及び看護師の呼出しによりタクシーを使用した場合は、確 

  認のうえ所定事項を記入してチケットを交付するものとする。 

（３）特診患者の診療が終了し、医師により患者に投薬があった場合には、預り金を受領 

  した後、処方控を患者に渡し、薬局の窓ロで投薬を受け取るよう案内する。 

（４）救急車の受け入れについては、救急隊から連絡を受けた際に、通常の搬送であるか 

  二次救急（他病院からの搬送）であるのかを確認し、日誌に記入の際に、「通常搬送」、 

 「二次救急」を区別して表示すること。 












































































