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              県立大島病院医事業務委託業者募集要項 
１ 趣旨 

この要項は，県立大島病院の医事業務委託業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務名 

県立大島病院医事業務委託 

 

３ 業務を行う場所 

奄美市名瀬真名津町１８－１ 県立大島病院 

 

４ 委託期間 

平成３０年２月１日から平成３３年１月３１日 

（地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約とする。） 

業務受託者として選定された日から平成３０年１月３１日までは業務準備期間とし，業務実施のた

めの調査，業務引継ぎ，医療情報システムの教育研修等，業務遂行にあたって必要な準備を行うもの

とする。この期間に係る経費は業務受託者の負担とする。 

 

５ 委託業務に係る経費 

５５５，１２０千円（消費税込）を上限額とする。 

   

６ 外来患者に係る休診日（ただし，救命救急センターを除く） 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

（３）１月２日及び３日並びに１２月２９日から１２月３１日まで 

 

７ 委託業務の主な内容 

（１）外来受付窓口業務（８時～１７時） 

（２）外来会計業務（８時３０分～１７時） 

（３）入院会計業務（８時３０分～１７時。ただし，６に規定する日を除く。） 

（４）診療録管理業務（入院及び外来診療分） 

（５）ＤＰＣ担当業務 

（６）外来診療科受付窓口業務（内科，放射線科，外科，整形外科，産婦人科，泌尿器科，小児科 

人間ドック） 

（７）総合案内窓口業務 

（８）診療報酬請求業務(減点・返戻の管理を含む) 

（９）救命救急センター受付会計等業務（通年毎日，２４時間） 

（10）医事システム等電算入力業務 
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（11）機能評価，施設基準等に必要な委員会等の企画・開催 
（12）その他詳細は別紙「鹿児島県立大島病院医事業務委託仕様書」のとおりとする。 

 

８ 参加資格要件 

   本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）に必要な資格は，次に掲げると

おりとする。 

 （１） 鹿児島県が発注する役務の提供等の業務に関する競争入札に参加するための入札参加資格を

取得している者であること 

 （２） 鹿児島県内に登記上の本店または支店（営業所）を有する法人であること 

 （３） 次の条件をすべて満たす医療機関と，平成２８年４月以降を履行期間に含む医事業務委託等

の契約実績を有すること 

  ① 県立大島病院と類似または同等以上の規模を有する医療機関 

    ② 電子カルテ導入医療機関 

    ③ ＤＰＣ対象医療機関 

 （４） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 （５） 鹿児島県が措置する指名停止期間中の者でないこと 

 （６） 過去３箇年に医療機関から同種の業務について，契約不履行による契約を解除された者でな

いこと 

 （７） 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 （８） 本委託業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること 

 

９ 募集要項等の交付 

（１）交付期間 

平成２９年１１月７日（火）から１１月２４日（金）まで 

（土日祝を除き、８時３０分から１７時１５分までの間） 

（２）交付種類及び交付方法 

交付書類 交付方法 

①県立大島病院医事業務委託業者募集要

項 

ホームページからダウンロード 

②提出様式（第１号～第１３号） ホームページからダウンロード 

③県立大島病院医事業務委託仕様書 ホームページからダウンロード 

④施設基準の届出一覧 ホームページからダウンロード 

⑤県立大島病院の概要 ホームページからダウンロード 

 

※当院の概要，基本理念，行動指針等は，ホームページで確認すること。 

ホームページアドレス  http://hospital.pref.kagoshima.jp/oshima/index.html 

（３）来院による交付方法 

県立大島病院本館１階経営課において交付する。 
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（４）郵送による交付方法 

宛先明記の返信用封筒（角型２号）に２０５円切手を貼付の上，次の担当者へ提出すること。 
〒８９４－００１５ 奄美市名瀬真名津町１８番地１ 
県立大島病院経営課 会計係 担当者 黒川  E-mail ohp-hos-keiei@pref.kagoshima.lg.jp 

 
１０  プロポーザルの参加申込み 

（１）提出書類 

① 参加申込書（様式第１号）１部 

② 契約実績証明書（様式第２号）１部 
「８参加資格要件（３）」を満たす契約を行った病院が発行する証明書を提出すること。ただし，

当院との契約実績がある者は提出不要とする。 
③ 鹿児島県の入札参加資格審査結果通知書（写し） 

（２）申込受付期間 
平成２９年１１月７日（火）から１１月３０日（金）まで 
（持参する場合は，土日祝日を除き８時３０分から１７時１５分までの間） 
※郵送の場合は１２月１日（金）の消印のものまで有効 

（３）提出方法 
「９募集要項等の交付（４）」に記載した担当宛に，郵送または持参により提出すること。 

 
１１  質問及び回答 

質問は，次の方法で書面により受付ける。口頭での質問，参加申込者以外からの質問は受け付け

ない。 
（１）提出書類 

質問書（様式３号）１部 
（２）提出期限 

平成２９年１１月２４日（金） 
（持参する場合は，土日祝を除き８時３０分から１７時１５分までの間） 
※郵送の場合は１１月２４日（金）の消印のものまで有効 

（３）提出方法 
「９募集要項等の交付（４）」に記載した担当宛に，郵送または持参により提出すること。 

（４）質問書の回答 
回答は，平成２９年１１月３０日（木）までに参加申込者すべてに送付する。なお，この回答は

本要項及び仕様書の追加又は修正とみなす。 
 
１３  参加の辞退 
参加申込書を提出した後に辞退をする場合は，辞退届（任意様式）を提出すること。 
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この場合，既に提出した書類は返却しない。 
 
１４  提案書類の提出 

（１）提出書類 

区 分 提 案 項 目 様 式 

①提案書 （表紙） 様式第４号 

②会社概要 ・商号又は名称    ・代表者名 

・設立年月日     ・本社所在地 

・営業拠点数     ・本社従業員数 

・管轄営業所等従業員数・資本金 

・沿革        ・業務内容 

様式第５号 

③業務受託実績 ３５０床以上の病床数を有する病院における医

事業務受託実績（現在受託中の病院に限る） 

様式第６号 

④業務従事者 

配置計画 

・管理責任者 

・業務別配置計画 

・雇用計画 

様式第７号 

⑤業務改善提案１ 

「業務遂行能力及び患者サー

ビスの向上」 

次の点についてどのように改善し，実現させて

いくかを具体的に提案すること。 

・人材育成と業務への反映 

・退職者があった場合の人員補充・新入社員へ

の指導 

・窓口でのクレームやトラブルへの迅速で的確

な初期対応 

・患者に対しあたたかく真摯に向き合う姿勢の

継続 

様式第８号 

⑥業務改善提案２ 

「診療報酬請求の精度向上」 

次の点についてどのように改善し，実現させて

いくかを具体的に提案すること。 

・返戻，査定，加算・チェック漏れの防止 

・保留・返戻レセプトの管理・請求 

・診療データの分析と戦略的活用の提案 

様式第９号 

⑦業務改善提案３ 

「未収金の発生防止及び速や

かな回収」 

次の点についてどのように改善し，実現させて

いくかを具体的に提案すること。 

・診療側・医事担当の算定誤り，算定漏れの防

止 

・未収金を速やかに回収するための方策 

様式第１０号 

⑧業務改善提案４ 

「診療データの分析と戦略的

活用」 

次の点についてどのように改善し，実現させて

いくかを具体的に提案すること。 

・ＤＰＣ分析ツール（EVE）等を使用した毎月の

様式第１１号 
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分析と分析結果に基づく戦略的活用の提案 

 

⑨業務改善提案５（自由提案） 

指定したテーマ以外で，病院の業務改善につな

がる提案があれば行うこと。 

様式第１２号 

⑩見積書 平成２９年度～３３年度の各年度の委託金額 様式第１３号 

⑪決算書等 直近の財務諸表（賃借対照表，損益計算書， 

株主資本等変動計算書等） 

 

 

※作成上の注意点 

・Ａ４判で作成，印刷すること。 

・文章を補完するためのイラスト，イメージ図，写真の挿入は可とする。 

・専門用語や社内用語には注釈をつけること。 

・区分の⑤⑥⑦⑧⑨の業務改善提案は，できるだけ簡潔に記載すること。 

・提案書類は，区分の番号順に並べ「様式第○号」のインデックスをつけて，１冊のファイルに綴

じること。 

（２）提出部数 

１２部 

（３）提出期限 

平成２９年１２月８日（金） 

（持参する場合は，土日祝を除き，８時３０分から１７時１５分までの間） 

※郵送の場合は１２月８日（金）の消印のものまで有効 

（４）提出方法 

「９募集要項等の交付（４）」に記載した担当宛に，郵送または持参により提出すること。 

（５）その他 

・提案書類の作成，提出に要する経費は参加者の負担とする。 

・提案書類提出後の追加，変更はできない。 

・提案書類は返却しない。提出書類は，鹿児島県文書管理規定等に基づき，病院が管理，破棄する。 

・提案書類は複製を作成する場合がある。 

・提出書類以外に，審査に必要な書類の提出を求める場合がある。 
 

１５  審査及び契約候補者の選定 

（１）選定方法 

「鹿児島県立大島病院医事業務委託契約候補者選定委員会」（以下「委員会」という。）を設置し，

提案書の内容等に基づいて審査を行い，最優秀提案者を選定する。 

（２）結果の通知 

選定結果は，全ての参加者に通知する。 

（３）審査結果通知後の手続き 

・選定された最優秀参加者と提案内容に基づき仕様書の内容とについての協議を行い，協議が整っ

た場合に一者随意契約の相手として，契約手続きを行うものとする。 

・選定された最優秀参加者との協議が整わず，契約締結に至らなかった場合，若しくは最優秀参加
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者の失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合は，次点と評価した者を繰り上げて，契約

締結の交渉を行う。 

・契約締結にあたっては，新たに提出書類を求める場合がある。 

（４）契約 

・仕様書は，受託業者の提案内容等によっては，受託業者と協議の上変更する場合がある。 

・提案した委託料は，業務受託者の都合で変更することはできない。 

・本契約は３年間の継続契約であるが，県の歳入歳出予算において減額又は削除があった場合は，

契約を変更又は解除することがある。 

・契約締結後において，業務受託者の失格事項又は不正と認められる行為が判明した場合は，契約

を解除できるものとする。 

・契約の変更又は解除により業務受託者が損害を被ったとしても、その損害を病院に請求できない

ものとする。 

・業務の準備（業務実施のための調査，現業者との業務引継ぎ，医療情報システムの教育研修等）

を行うにあたって，現業者，医療情報システムメーカーその他の業者と契約が必要な場合は，業務

受託者と当該業者の間で協議し，契約締結を行うものとする。 

（５）失格事項 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

①参加申込み後に「８参加資格要件」を満たさないことが判明した者 

②提案書の提出が提出期限を過ぎて提出した者 

③提出書類に虚偽の記載をした者 

④契約候補者選定までの間に，選定委員又は事務局職員に対し不正な接触や営業活動を行った者 

⑤契約候補者選定までの間に，社会的信用を損なう行為を行い，参加者として相応しくないと委員

会が認めた者 

 

１６ スケジュール 

内   容 期 間(又は期限) 

募集要項等の交付 １１月７日（火）～１１月２４日（金） 

プロポーザル参加申込み １１月７日（火）～１１月３０日（木） 

質問書の提出 １１月２４日（金）まで 

質問書への回答 １１月３０日（木）までに全参加者に送付 

提案書類の提出 １２月８日（金）まで 

審査結果の通知 １２月１５日 

 

【事務担当】 

県立大島病院経営課 会計係 担当 黒川 
〒８９４－００１５ 奄美市名瀬真名津町１８番地１ 
TEL０９９７－５２－３６１１ FAX０９９７－５２－９９５７ 
E-mail ohp-hos-keiei@pref.kagoshima.lg.jp 


