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質  問  回  答  書  ２ 

 

番号 資料名・該当箇所 質 問 内 容 回 答 

１ 

公募型プロポーザル

実施要領 3頁 

9 審査方法 

⑵エ その他 

プレゼンテーションにおいての事前

の投影テストは可能でしょうか。 

プレゼンテーション当日の

発表前に設置、動作確認を行っ

ていただくのみとなります。 

２ 

基本仕様書 3頁 

5 共通事項 

⒁ 

委託業務実施計画書について、指定

のフォーマットはございますでしょう

か。 

現行契約に係る指定様式で

したら提示することは可能で

すので、お申し出ください。 

 

３ 

基本仕様書 4頁 

5 共通事項 

(24) 

全体リハーサル等の移転関係行事は

契約期間前に行われますが、リハーサ

ルに伴う費用は、本契約に含まれます

でしょうか。 

公示書等に記載していると

おり、契約締結日から履行開始

日までの間における諸準備に

要する費用につきましては、受

注者の負担となります。 

 

４ 

基本仕様書 4頁 

5 共通事項 

 

業者切り替えとなった場合、現行運

用のマニュアルを閲覧することは可能

でしょうか。 

 

当院で管理しているものは

閲覧可能です。 

５ 

基本仕様書 5頁 

別紙1 診療報酬算定

等医事業務内容書 

1 開院日 

⑶診療会計業務 

 

新病院移転後の入院会計業務は集中

会計・分散会計どちらになりますでし

ょうか。 

※分散会計…病棟にて会計を配置すること。 

集中会計になります。 

６ 

基本仕様書 5頁 

別紙1 診療報酬算定

等医事業務内容書 

1 開院日 

⑴外来患者業務 

③診断書、証明書等

の交付申請の受付・

交付 

 

診断書の管理システムは導入されて

ますでしょうか。導入されている場合、

システムをお教えください。 

ニッセイ情報テクノロジー

㈱の診断書作成管理システム

（MEDI-Papyrus）を導入済で

す。 
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番号 資料名・該当箇所 質 問 内 容 回 答 

７ 

基本仕様書 5頁 

別紙1 診療報酬算定

等医事業務内容書 

1 開院日 

⑴外来患者業務 

③診断書、証明書等

の交付申請の受付・

交付 

 

現行の診断書受付の配置人数をお教

えいただけますでしょうか。 

（例：常勤〇名、非常勤〇名） 

提案内容に関する情報であ

り、現行受注者の競争上又は事

業運営上の地位を害すると認

められる情報であることから

お答えできません。 

８ 

基本仕様書 6頁 

別紙1 診療報酬算定

等医事業務内容書 

1 開院日 

⑷レセプト請求業務 

①レセプト請求 

 

診療報酬請求業務について、入院の

みと理解しておりますが、自賠責・労

災請求業務においても入院のみの理解

でよろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 

９ 

基本仕様書 6頁 

別紙1 診療報酬算定

等医事業務内容書 

1 開院日 

⑷レセプト請求業務 

①レセプト請求 

 

現状の入院の査定率及び返戻率をお

教えください。 

査定率、返戻率等は公表して

いません。 

10 

基本仕様書 12頁 

別紙2 救急患者等受

付及び会計業務内容

書 

1 救急患者受付・登

録等業務 

通常時・大型連休・年末年始におけ

る救急車の受入れ台数をそれぞれお教

えください。 

現病院では、実質的な第三次

救急医療を24時間365日体制で

提供しており、令和2年度は、救

急車4,555台、救急患者9,916人

を受け入れています。 

新病院でも、同等以上の受け

入れを見込んでいます。 

 

11 

基本仕様書 13頁 

別紙2 救急患者等受

付及び会計業務内容

書 

1 救急患者受付・登

録等業務 

⑶診療費の算定・ 収

納業務 

 

救急受付におけるつり銭準備金額を

お教えください。 

つり銭は受注者側で用意す

ることとなっており、当院では

把握していません。 
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番号 資料名・該当箇所 質 問 内 容 回 答 

12 

基本仕様書 16頁 

別紙3 自動支払機等

管理業務内容書 

⑴自動支払機管理 

業務 

①自動支払機の管理 

自動精算機におけるつり銭準備金額

をお教えください。 

上記に同じ。 

13 

基本仕様書 19頁 

別紙4 日曜日におけ

る夜間小児科救急外

来受付等業務内容書 

大型連休・年末年始のスタッフの増

員配置は必要でしょうか。実績があれ

ば人数をお教えいただけますでしょう

か。 

実施報告書を見る限り、近年

で特定の期間に加配となった

実績はありません。 

14 

無し 

改定関連 

現行の配置人数をお教えいただけま

すでしょうか。 

（例：常勤〇名、非常勤〇名） 

提案内容に関する情報であ

り、現行受注者の競争上又は事

業運営上の地位を害すると認

められる情報であることから

お答えできません。 

15 

無し 

改定関連 

新病院における想定標準配置人数を

お教えいただけますでしょうか。 

（例：常勤〇名、非常勤〇名 

提案内容に関する情報であ

り、現行受注者の競争上又は事

業運営上の地位を害すると認

められる情報であることから

お答えできません。 

16 

無し 

改定関連 

新病院において各業務で受託者が使

用できるパソコン台数を部署毎にお教

えください。 

確認の上、後日回答いたしま

す。 

17 

無し 

契約関連 

現行の契約金額をお教えください。 本契約は非公表案件であり、

契約金額はお答えできません。 

18 

無し 

その他 

新病院移転後の外来患者、入院患

者、救急外来患者の見込み数をお教え

ください。 

現病院の令和2年度実績は、 

・外来患者数 175,199人 

・入院患者数 139,825人 

・救急患者数  9,916人 

となっています。新病院では病

床数は減少しますが、病床利用

率の向上等により、現状並みの

患者数を見込んでいます。 
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番号 資料名・該当箇所 質 問 内 容 回 答 

19 

無し 

立ち上げ関連 

 

立上げ準備期間、委託業者社員が使

用できるロッカーや休憩室を提供して

いただくことは可能でしょうか。 

現病院においては、ロッカー

の提供はできませんが、食事等

の際に職員休憩室を使用いた

だくことは可能です。 

20 

無し 

立ち上げ関連 

 

受託開始前に先行配置社員のトレー

ニング用に電子カルテ及び医事システ

ムが使用できるパソコンをご準備いた

だくことは可能でしょうか。 

新病院においては、発注者が

指定する受注者の従事場所が

使用可能になった時点で、シス

テム担当者に確認の上、機器等

の利用開始時期を決定させて

いただきます。 

現病院においては、現行の受

注者の従事場所において、貸与

している機器等を用いて引き

継ぎ事務を行っていただきま

す。 

 

21 

無し 

立ち上げ関連 

 

立上げ準備期間、社員のケア（社員

面談、打ち合わせ等）のために委託業

者が使用できる部屋を提供していただ

くことは可能でしょうか。  

（立上げ準備期間を含め最低６ヵ月） 

契約締結日から履行開始日

までの間継続してお使いいた

だく部屋は提供できませんが、

短時間の打合せ等でしたら、会

議室等を使用いただくことは

可能です。 

22 

無し 

立ち上げ関連 

 

立上げ準備期間、支援者により引継

いだ内容を基にマニュアル作成を行い

ます。マニュアル作成用にノートパソ

コン10台程度を院内に設置させていた

だくことは可能でしょうか。 

上記に同じ。 

 


