
番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

1 なし
入院外来別の査定率、返戻率を

お願いします（3病院）。

公表しておりませんので、業務

受託後に共有させていただきま

す。

2 なし
入院外来別の保留レセプト件数

をお願いします（3病院）。

公費又は限度額申請中及び医療

券未到着等による保留件数は、

【市立宇和島病院】

入院…月約60件

外来…月約80件

【宇和島市立吉田病院】

入院…月約0～1件

外来…月約0～3件

【宇和島市立津島病院】

入院…月約5件

外来…月約5件

3 なし

紹介率、診療時間延長による時

間外発生の頻度と平均終了時間

をお願いします（3病院）。

市立宇和島病院については、ほ

ぼ毎日18時00分頃まで患者さま

が居られます。会計等、救急外

来に引継ぎできるものは、引継

ぎしていただくことも可能で

す。

宇和島市立吉田病院及び宇和島

市立津島病院については、17時

15分以降の患者対応について

は、病院が行います。

平成30年度の紹介率及び逆紹介

率は、

【市立宇和島病院】

紹介率…58.2％

逆紹介率…71.7％

【宇和島市立吉田病院】

紹介率…3.6％

逆紹介率…2.2％

【宇和島市立津島病院】

不明（未計算）

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

4 なし
月次ごとの未収額、未収件数を

お願いします（3病院）。

未収のある患者については、業

務受託後に共有させていただき

ます。月次の未収額等について

は、業務受託者と共有しており

ません。

5 なし
現在配置の人員数をお願いしま

す（3病院）。

人員配置は、当院が指示してお

らず、業務受託者が決定してい

るため、回答できません。

6 なし

患者一人当たりの入院単価、外

来単価をお願いします（3病

院）。

平成30年度の単価は、

【市立宇和島病院】

入院…52,774円

外来…15,798円

【宇和島市立吉田病院】

入院…19,629円

外来…6,698円

【宇和島市立津島病院】

入院…24,580円

外来…8,909円

7
市立宇和島病院仕様書

Ｐ2　（2）　③

定期的に実施する患者アンケー

ト調査は委託業者が実施するの

でしょうか。また、その場合の

実施頻度及び対象アンケート数

をお願いします。

患者サービス向上のためのアン

ケート調査を業務受託者にお願

いしております。アンケートの

内容、頻度及びアンケート数等

全てお任せしております。

8
市立宇和島病院仕様書

Ｐ3　（1）　イ　②

必要時に応じてカルテ搬送とあ

りますが、その頻度をお願いし

ます。

月2件～10件程度になります。

9
市立宇和島病院仕様書

P4　(2)  ア

感染症の予防及び感染症患者に

対する医療に関して、結核の申

請で当日に連絡する行為につい

ても委託業者の対応となります

か。

保健所への結核発生届等の送付

は病院で行います。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

10
市立宇和島病院仕様書

Ｐ4　（2）　ウ　①

調定データ・書類作成とありま

すが、どこまでの想定でしょう

か。

請求を行う金額、件数及び患者

名等をエクセル、ワード及び当

院利用システムによって作表し

ていただきます。

11
市立宇和島病院仕様書

Ｐ5　（3）

文書受付の一ケ月の処理数をお

願いします。
月約700件になります。

12
市立宇和島病院仕様書

Ｐ5　（3）　ア　①

文書受付の不備を無くすチェッ

ク体制とありますが、記載内容

のどこまでの確認をするので

しょうか。

送付する前の最終的な確認を全

ての項目についてお願いしてお

ります。

13
市立宇和島病院仕様書

Ｐ5　（3）　ア　①

文書受付の作成依頼時の過去カ

ルテ情報提供とありますが、過

去カルテの情報提供の件数をお

願いします。

月2件～10件程度になります。

14

市立宇和島病院仕様書

Ｐ5　（4）　ア　②

Ｐ6　（5）　ア　②

外来及び入院会計でのオーダー

取り込み不可の会計実施とあり

ますが、伝票運用があるのであ

れば、その項目数をお願いしま

す。

伝票運用やダミーコードによる

運用が多くあります。

15
市立宇和島病院仕様書

Ｐ6　オ　②

診療費に変更が生じた場合、病

院職員に連絡とありますが方法

と変更範囲をお願いします。ま

た、未収金納付勧奨後の病院職

員へ引き継ぐ際の詳細な日程の

取り決めは有りますか。

変更後の伝票を作成いただき、

病院職員へご提出いただきま

す。

未収患者については、病院で全

て把握しておりますので、引継

ぎ等は必要ありません。

16
市立宇和島病院仕様書

P6　　(５)　ア　①

日常の退院精算は定時までに精

算出来る時間から遡っての設定

を可能の認識でよろしいです

か。

勤務時間中に退院の連絡を受け

た場合は、退院計算をしていた

だきます。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

17
市立宇和島病院仕様書

Ｐ6　（5）　イ　⑤

入院会計のＤＰＣ調査に関する

協力とありますが具体的な内容

の提示をお願いします。

①電子カルテDPCオーダの事務

項目の入力

②救急外来死亡患者に発生する

様式1（紙）の担当医師への入力

依頼及び事務項目の入力

③DPC調査及び再調査で提出

データ作成時チェックのエラー

に対する会計対応項目でのDPC

オーダ及び会計の修正

④入院持参薬データの退院時等

における会計データの修正

18
市立宇和島病院仕様書

P7　(6)

保留、返戻の締め日及び時間等

は当社で取り決めるスケジュー

ルでよろしいですか。またレセ

プトスケジュールも当社が医師

に相談させていただいた日程で

稼動できる認識でよろしいです

か。

業務受託者にお任せしておりま

す。医師の都合等については、

ご考慮いただき日程調整をお願

いいたします。

19
市立宇和島病院仕様書

Ｐ7　ク　①

入院会計での救急外来患者の紙

カルテや紹介状のスキャナセン

ターへの搬送数をお願いしま

す。

平成30年度の搬送数は、3,199件

になります。入院会計は、毎日

病棟へ上がるため、降りる際に

一緒に持って降りていただきま

す。

20
市立宇和島病院仕様書

Ｐ8　サ　①

診療報酬算定のカルテ突き合わ

せ等随時病院への報告とありま

すが頻度と現在の報告方法をお

願いします。

少なくても年1回は全項目（入院

料、医学管理料等）の点検及び

内容精査をいただきます。4月は

入院料、5月は医学管理料等分け

ていただいても結構です。報告

方法については、用紙にまとめ

ていただきますようお願いしま

す。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

21
市立宇和島病院仕様書

Ｐ8　サ　⑤

シミュレーションは2年に1度の

診療報酬改定時の認識でよろし

いですか。

診療報酬改定時は勿論のこと、

入院料の変更を検討する際や

日々の業務での加算の可否と

いった場合になります。

22
市立宇和島病院仕様書

Ｐ8　ス　⑦

点数改定時の説明会開催とあり

ますが、参加人数をお願いしま

す。

約150名になります。

23
 市立宇和島病院仕様書

P9  セ

レセプト検討会の出席について

は現場管理責任者以外の対応で

も可能でしょうか。

業務に支障のない業務従事者

は、基本的に全員出席となりま

す。

24
市立宇和島病院仕様書

Ｐ9　（7）　ア

医事マスター管理においては診

療材料のみとありますがそれ以

外は委託業務外の認識でよろし

いでしょうか。

診療材料以外のマスタ管理は、

病院で行っております。

25
市立宇和島病院仕様書

Ｐ10　カ　①

修正必要時の医師等への修正依

頼の頻度と運用方法をお願いし

ます。

1日約20件になります。用紙に修

正内容を記載し、依頼していた

だきます。

26
市立宇和島病院仕様書

Ｐ10　ク　④

体温測定の依頼とありますが、

測定後の現在の運用をお願いし

ます。

体温測定後は看護師へ引き継ぎ

ます。

27
市立宇和島病院仕様書

Ｐ11　（11）

健康管理請求、予防接種、妊婦

検診等の処理数をお願いしま

す。

平成30年度の健康管理請求の内

訳は、

①予防接種…1,643件

②妊婦検診…1,426件

③乳児検診…103件

④精密検査…若干数

28
市立宇和島病院仕様書

Ｐ11　（12）

時間外、救急外来の患者数及び

即入院数をお願いします。

平成30年度の救急外来（時間

外、深夜及び休日）の患者数

は、1日平均37.2名で、うち即入

院患者数は、1日平均6.2名にな

ります。

29
市立宇和島病院仕様書

Ｐ11　（12）　⑥

外来診療録の作成は1号紙の作成

の認識でよろしいですか。

外来診療録は病院が作成した様

式で、患者情報、傷病名及び診

療記録等の項目があります。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

30
市立宇和島病院仕様書

Ｐ12　コ　①

医業収益の調定データ・書類作

成とありますがどこまでの想定

でしょうか。

件数、金額及び患者名等を集

計、作表していただきます。

31
市立宇和島病院仕様書

Ｐ12　セ　②

休日の透析患者対応数及び具体

的業務内容をお願いします。

休日の透析患者数は10名前後に

なります。休日の透析患者は予

約患者になりますので、平日日

勤と同じように、受付や保険証

の確認を行っていただきます。

32
市立宇和島病院仕様書

Ｐ13　エ

入院受付業務の1日における予定

入院数をお願いします。

予定入院患者数は、1日平均28名

（平成30年度）になります。

33
市立宇和島病院仕様書

Ｐ13　（15）

人間ドッグの患者数をお願いし

ます。

平成30年度に、人間ドック室で

受付した人間ドック・健康診断

は、のべ2,359件です。

34
市立宇和島病院仕様書

Ｐ14　ウ　②

健診のオーダーとありますが、

現在の運用をお願いします。

依頼者（個人、団体）からの予

約に基づき、受診の前週に検査

項目のオーダ入力を電子カルテ

で行います。先に検診システム

にて予約登録（受診者、受診

日、受診コース、検査項目、自

己負担額等）を行っており、そ

の予約登録を基に入力します。

35
市立宇和島病院仕様書

Ｐ14　（16）　ウ　②

関係する会議出席の頻度と開催

時間をお願いします。

①管理者会議（月1回）17時～

②レセプト検討会（月1回）17時

～

③DPC委員会（月1回）16時～

④患者サービス委員会（月1回）

16時～

36
市立宇和島病院仕様書

Ｐ15　キ　⑤

トラブル時の責任の所在はどう

なりますか。

責任の所在が業務受託者にはな

ることはありません。

37
市立宇和島病院仕様書

Ｐ15　ク　①②

医事統計作成における月1回及び

年１回の統計種類数をお願いし

ます。

①入院、外来患者数、②平均在

院日数、③手術件数、④入院、

外来稼働額、⑤救急患者数、⑥

その他病院の求めに応じて



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

38
市立宇和島病院仕様書

Ｐ16　②

厚生労働省に調査記入との連携

に要する時間数をお願いしま

す。

患者調査は、3年に1度の調査に

なります。要する時間は、調査

内容により異なりますが、平成

29年調査では、病院入院票（10

項目）を218枚、病院外来票（8

項目）を452枚、病院退院票

（14項目）を905枚作成しまし

た。

39
市立宇和島病院仕様書

Ｐ16　④

個別指導対応の連携に要する時

間数をお願いします。

個別指導が実施される場合、準

備及び当日の対応をお願いしま

す。要する時間は、指導内容に

より異なります。

40
市立宇和島病院仕様書

Ｐ16　7　（1）　①

業務実施時間にある医師会人間

ドッグの日の頻度と勤務する場

合は平常開院の認識でよろしい

ですか。

プロポーザル募集の時点では、

決定しておりませんでしたが、令

和元年度より医師会人間ドック

も平日に実施することとなりま

した。当該箇所につきまして

は、仕様書から削除させていた

だきます。

41
市立宇和島病院仕様書

P17　②

各診療科受付は診察修了後も定

時までの配置が絶対必要です

か。

基本的に業務従事者の配置につ

いては、お任せしますが、電話

や来訪者の応対が必要と考える

ため、各ブロックに1名は定時ま

での配置が必要と考えます。

42
市立宇和島病院仕様書

Ｐ22　17　（2）　③

病院が必要とする健康診断及び

予防接種の項目をお願いしま

す。

健康診断については、労働安全

衛生規則第43条及び第44条に掲

げる項目をお願いします。

予防接種については、現時点で

の指定はありませんが、例えば

風疹が流行した際等に、予防接

種のお願いをすることがあると

思います。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

43
市立宇和島病院仕様書

Ｐ24　（2）

経費負担区分にある教育研修の

経費発生の内容と頻度をお願い

します。

教育研修の内容及び頻度は、業

務受託者にお任せしておりま

す。ただし、仕様書に記載のあ

る研修（個人情報保護に関する

研修等）については、少なくと

も1年に1回は実施をお願いしま

す。

44 なし
市立宇和島病院の各外来診療科

別の患者数をお願いします。

平成30年度　科別外来患者数

診療科 患者数

内科 68,643

外科 16,564

心臓血管外科 5,868

整形外科 21,938

脳神経外科 13,717

小児科 15,674

産婦人科 10,917

眼科 20,493

耳鼻いんこう科 14,330

皮膚科 14,928

泌尿器科 15,583

麻酔科 1,646

放射線科 5,502

歯科口腔外科 10,830

計 236,633



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

45
【様式2-3】

配置予定の管理責任者

業務経験の概要の「契約金額」

は、発注者の都合もありますの

で、記載は差し控えさせていた

だきたいと考えていますが、ご

回答をよろしくお願いします。

様式2－2及び様式2－3におい

て、契約金額の記載をお願いし

ている理由は、類似又はそれ以

上の業務の履行実績を確認する

ためです。医事業務には、外来

医事業務、入院医事業務、保険

請求業務、医事統計業務又は診

療情報管理業務等様々な種類の

業務があります。業務の概要に

どのような業務を履行したかの

概要を記載していただきます

が、業務の量までは確認するこ

とができないため、契約金額を

記載していただくことで、類似

又はそれ以上の業務であるかの

確認をさせていただくことがで

きると考えております。

46

仕様書

7　業務実施時間

宇和島17ページ

津島12ページ

吉田11ページ

「診療時間及び業務の状況によ

り、事前・事後処理等が必要な

ときは延長変更できるものとす

る。」とありますが、夜間対応

者等への引継ぎ時間の目安はあ

りますでしょうか。

市立宇和島病院については、24

時間業務受託者の業務従事者が

配置されているため、引継ぎ時

間については、業務受託者にお

任せします。

宇和島市立吉田病院及び宇和島

市立津島病院については、平日

17時15分以降の受付や電話対応

は病院で行います。17時15分以

前に受付を行った患者で、17時

15分以降に会計を行う場合で

あっても、17時15分以降の患者

に関する業務については病院が

行います。
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9　業務体制

（3）業務従事者の条件、体制

宇和島18ページ

津島13ページ

吉田12ページ

業務受託者は、業務を行うにあ

たって必要な人数の業務従事者

を確保するものとし、人数、配

置等は、事前に病院と協議を

行ったうえで業務受託者が決定

し、病院に最善と思われる組織

図を提出すること。必要な業務

従事者が変更になる場合は、事

前に病院と協議し了承を得るこ

と。なお、病院との協議のうえ

で、了承を得る業務従事者を配

置出来ない場合は、その期間の

委託料を協議のうえで変更する

ものとする。

　⇒　偽装請負と判断されるよ

うな内容が含まれています。

訂正・削除を含めご検討をよろ

しくお願いします。

下記のとおり、変更させていただ

きます。

①左記4行目～5行目　削除

事前に病院と協議を行ったうえで

②左記7行目～9行目　訂正

必要な業務従事者が変更になる場

合は、事前に病院と協議し了承を

得ること。　→　上記の業務受託

者が決定した人数、配置等が変更

になる場合は、事前に業務に遅

延、質の低下等が生じないかの確

認を行い、変更後の組織図を病院

に提出すること。

③左記9行目～12行目　訂正

病院との協議のうえで、了承を得

る業務従事者を配置出来ない場合

は、　→　業務受託者が決定した

人数を配置することができず、業

務に遅延、質の低下等が生じた場

合は、

当院としましては、業務に遅延

（各受付での待ち時間が30分以上

が目安）及び質の低下（仕様書に

記載する内容が実施できていない

等）等が生じない業務従事者数を

配置していただければ問題ありま

せん。ただし、今回のプロポーザ

ルにおいて、参加者より様式3－3

で業務従事者数のご提案をいただ

くことから、この人数が基準にな

ると考えております。



番号 資料名及び資料内容 質　　問 回　　答

質　疑　回　答　書
令和元年８月３０日　

公告業務名：宇和島市病院局医事業務（公告第I01-01号）

48

仕様書

9　業務体制

（6）人員の確保及び配置

宇和島19ページ

津島14ページ

吉田13ページ

②業務受託者の判断又は病院の

要求により増員又は配置換え等

を行い、業務に遅延、質の低下

等を生じさせることがないよう

にすること。なお、病院の要求

により増員又は配置換え等を行

えない場合は、協議のうえで委

託料の変更をする場合がある。

　⇒　偽装請負と判断されるよ

うな内容が含まれています。

訂正・削除を含めご検討をよろ

しくお願いします。

下記のとおり、変更させていた

だきます。

①左記6行目～7行目　訂正

行えない場合　→　行うことが

できず、業務に遅延、質の低下

等を生じさせた場合

当院としましては、業務に遅延

（各受付での待ち時間が30分以

上が目安）及び質の低下（仕様

書に記載する内容が実施できて

いない等）等が生じない業務従

事者数を配置していただければ

問題ありません。ただし、今回

のプロポーザルにおいて、参加

者より様式3－3で業務従事者数

のご提案をいただくことから、

この人数が基準になると考えて

おります。

番号は受付順。本質疑回答書は、仕様書等の追補とする。


