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第１ 総則 

１ はじめに 

本事業の要求水準書は，次の構成となっている。 

 

要求水準書１ 考え方及び全体マネジメント業務 （本書） 

要求水準書２ 病院施設等整備業務 

要求水準書３ 病院運営業務 

要求水準書４ 施設設備維持管理業務 

要求水準書５ 調達業務 

 

本総則は，これらの要求水準書での基本的な考え方や文章の構成を示したものであ

る。  
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要求水準書において用いる用語の定義は，次のとおりとする。 

 

ISO15189  臨床検査室の品質マネジメントシステムとしての国際規格を指し，

ISO9001 に規定されている品質マネジメントに対する要求事項と，

ISO17025 に基づく検査施設としての適合能力が要求される。本事業の検

体検査業務においては，当該規格を認定取得した外部検査施設であると

ともに，ブランチ･ラボに必要とされる要件を満たすことを要件とする。

 

一次対応  突発的に発生した事態への応急的な対処，初期的対応を示す。 

なお，医療機器の管理･保守点検業務においては，修理業の要認可又は

製造メーカーによる修理制限があるため，制約範囲内での簡易調整，代

替機器の準備搬送等をもって一次対応とする。 

臨時の清掃依頼や物品供給等については，当該業務が業務コア時間外で

ある場合の当該業務担当者以外の事業者職員による初期対応を示す。 

 

医薬品  市が調達する医薬品を除く，全ての医薬品を示す。 

 

医療機器  診断，治療，看護等に直接的に使用するもので，耐用年数が 1年以上

のものかつ取得価格（税別）が 10 万円以上のもの 

 

医療消耗備品  診断，治療，看護等に直接的に使用するもので，耐用年数が 1年以上

のものかつ取得価格（税別）が 1万円以上 10 万円未満のもの 

 

ＳＰＣ  事業者が本事業を実施するために設立した特別目的会社を示す。 

 

改修  建築物の躯体・仕上等及び設備において，その部分の用途の変要求す

る水準の変更等による模様替えや改良を伴う更新を示す。 

なお，既設本館改修と表された場合は，新館建設に引き続いて行う既設

本館の改修工事を示す。 

 

環境整備  簡易な清掃や，物品が散らかった状態をなくすなど，病院職員が業務

を進める上で，快適な環境を保ための作業を示す。 

 

既設建物  敷地内に現存するすべての建物，及び施設整備の各段階においては既

に建設完了している建物を示す。 

 

既設本館  病院施設のうち，施設整備において改修する病院の本体部分を示す。

施設整備に伴い構造的に一体に増築される部分を含む。 

 

既設本館改修  新館建設に引き続いて行う，既設本館の改修の一連の工事を示す。 

 

業務担当者  当該業務において，業務を遂行するものを示す。 
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業務統括責任者  当該業務において業務担当者を指揮監督する責任者を示す。当該業務

の内容を全体的に把握するととともに，現場での作業の指揮監督ができ

る能力を有し，業務担当者の勤務状況や習熟度について責任を負う。ま

た，緊急のトラブル等に責任を持って適切に対処できる者とする。原則

として，当該業務が遂行される際には院内に常駐しなければならない。

ただし，複数の個別業務での兼務を認める。 

 

協力企業  事業者から個別業務を請け負い又は受託し，当該業務を実施する企業

を示す。 

 

緊急時  通常業務の範囲を超えて，重大で即座に対応しなければならない事態

を示す。 

 

近接  同じ階で比較的近い位置に配置されていること。 

 

近隣施設  計画敷地の隣接地にある施設を示す。 

 

現場責任者  当該業務において，業務を実施する場所や時間帯での業務責任者とし

て業務統括責任者を補佐する機能を持つ。 

 

更新  機能が劣化した設備や機器等を新たに調達し交換する業務を示す。 

 

個別業務  本事業において，事業者が行う個々の業務を総称していう。 

 

市  京都市を示す。 

 

ＣＤＣガイドラ

イン 

 米国の疾病管理予防センター(Centers for Disease Control

and Prevention)による院内感染防止策に関するガイドラインを示す。

 

事業者  本市と契約を締結し，本事業を遂行する者を示す。 

 

修繕  施設の劣化した部分，又は性能・機能の低下した部分を，初期の状態

（要求する水準の状態）まで回復させることを示す。 

 

周辺施設  施設整備の各段階において，敷地内にある既設・新設を含めた施設の

うち，その段階での工事対象となる部分以外の全ての施設を示す。 

 

渉外情報管理  病院（又は事業者自ら）が関係官公庁に提出する書類などの作成を支

援し，提出した書類を保管する。また，病院の求めに応じて種類を提示

する。 

 

消耗備品  診断，治療，看護等に直接的に使用するもの以外のもので，耐用年数

が 1 年以上のものかつ取得価格（税別）が 1 万円以上 10 万円未満のも

の 

 

消耗品  診断，治療，看護等に直接的に使用するもの以外のもので，耐用年数

が 1年未満のもの，又は，耐用年数が 1年以上のものかつ取得価格（税

別）が 1万円未満のもの 
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新館  病院施設のうち，施設整備において新築する病院の本体部分を示す。

 

診療材料  診断，治療，看護等に直接的に使用するもので，耐用年数が 1年未満

のもの，又は，耐用年数が 1年以上のものかつ取得価格（税別）が 1万

円未満のもの 

 

スタンダード・

プレコーション 

 院内感染予防の観点から，すべての液体・血液及び排泄物は感染性と

考え，その前提で扱うという運用の考え方を示す。 

 

その他備品  診断，治療，看護等に直接的に使用するもの以外のもので，耐用年数

が 1年以上のものかつ取得価格（税別）が 10 万円以上のもの 

 

大規模修繕  建築物の躯体・仕上については，連続する一面全体以上の部分を修繕

する場合，設備については，一連の機器系統の更新を行う場合を示す。

 

直結  隣接したエレベーター等を介して両部門が結ばれた位置にあること。

 

同一フロア  同じ階に配置されていること。 

 

ＨＡＣＣＰ  ＨＡＣＣＰ(危害分析・重要管理点)の概念による考え方に基づく「大

量調理施設衛生管理マニュアル」による衛生管理を行い，安全･安心・

信頼性を確保した食事を提供するための食品衛生管理手法。国連食糧農

業機関（ＦＡＯ）と世界保健機構（ＷＨＯ）の合同機関である食品規格

（ＣＯＤＥＸ）委員会が発表し，各国にその採用を推奨している。 

 

病院  京都市立病院の組織そのものを総称していう。 

 

病院施設等  敷地内にある病院施設及び職員宿舎，院内保育所，付帯施設，外構を

示す。 

 

病院職員  京都市立病院における市職員を示す。 

 

病院施設  敷地内にある既設・新設を含めた全ての施設のうち，医療の用途に供

する施設を示す。 

 

補修  施設の劣化した部分，又は性能・機能の低下した部分を，実用上支障

のない状態まで回復させることを示す。 

 

本業務  本事業において，事業者が行う個々の業務を示す。 

 

本事業  京都市立病院整備運営事業を示す。 

 

マネジメント業

務責任者 

 全体マネジメント業務の業務統括責任者を示す。 

マネジメント業

務担当者 

 全体マネジメント業務の業務担当者を示す。各個別業務の業務統括責

任者の指揮監督のほか，病院及び他業務と連携して，個別業務全体の管

理監督を行うことができる者とする。 
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ライフサイクル

コスト 

 初期整備･初期調達などのイニシャル･コストと，事業期間全体にわた

るエネルギー費，維持管理費，修繕･更新費などのランニング・コスト

を加えたトータルのコストを示す。 

 

臨時  通常業務の範囲内で，その時々の事情に応じて生じる一時的な予定外

の事態を示す。 

 

隣接  隣り合って配置されていること。 
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２ 施設整備の目的 

(１) 現状 

京都市立病院は，昭和４０年１２月に京都市中央市民病院と市立京都病院とを統

合して開設し，平成１７年度に開設４０年の節目を迎えた。現在，感染症や救急医

療などの政策医療の拠点施設として，また，地域の中核病院として市民の命と健康

の保持増進に努め，質の高い医療を提供できる病院として役割を担っている。 

しかし，医療を取り巻く環境は，急速な少子長寿化，疾病構造の変化，医療技術

の進歩，市民の意識の変化など大きく変化しており，医療は「与えるサービス」か

ら「選択されるサービス」へと変わりつつあるとともに，国においては，将来にわ

たり医療保険制度を持続可能な制度に再構築していくために，保健医療システム，

診療報酬体系及び医療保険制度そのものを見直す改革が進められている。 

医療を取り巻く環境，急速な少子長寿化，疾病構造の変化，医療技術の進歩，市

民の意識の変化などさまざまな変化に対応すべく，耐震性能や療養環境の面で課題

のある既設北館について全面改築するとともに，既設本館も含めた病院の機能をハ

ード，ソフト両面から総点検し，『市民に親しまれ，愛され，信頼される病院』とし

て整備を行うことを目的として施設の整備を行う。 

 

(２) 基本方針 

ア 市民に親しまれ，愛され，信頼される市立病院を目指す 

京都市立病院は確かな技術に裏打ちされた「市民に信頼され，安心できる，心

のこもった医療」を提供していく。 

病院整備においては，それらをハード面から支えていくため，療養環境を向上

させ，患者の満足度を高めるための環境整備を行う。 

イ 安全で安心できる市民生活を支える医療の提供 

市民に信頼される京都市立病院であり続けるために，「人」，「施設」，「もの」の

面から安全で安心できる医療の提供を進める。 

ウ 自治体病院としての政策医療の機能強化 

災害，大規模事故など，万が一のときに市民を守ることを重視し，病院自体が

災害に強く，どのような場合でも安定した医療を提供できることを目指す。また，

救急，感染症への高機能な医療を提供するため，ハード面，ソフト面を充実させ，

市民の安全と安心に貢献していく。 

エ 京都市の中核病院としての機能 

市民の急病等に対応できる救急医療等の政策医療を進める拠点としての機能拡

充に加え，がんや心疾患，脳血管疾患に総合的かつ高度な治療が提供できる拠点

機能の拡充を図る。また，良質の医療サービスを提供するだけでなく，地域の「か
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かりつけ医」との連携を深め，地域の医療水準向上に寄与するなど，地域の医療

機関との適切な役割分担とネットワーク構築を目指す。 

オ 病院運営の改善 

医療制度改革の中での診療報酬の見直し，自治体財政の逼迫など，自治体病院

の経営を取り巻く厳しい環境を認識し，病院職員全体が合理的なコスト意識をも

って経営を支えていく。病院機能の向上と建設費削減を両立させ費用対効果の高

い病院整備を行う。 

カ 機能集積と市街地環境の向上 

隣接する，京都市こころの健康増進センター，京都市衛生公害研究所，京都市

立看護短期大学などと連携し，本市の高度医療・保健衛生福祉の拠点として整備

するとともに，周辺環境との調和，景観への配慮を考慮した整備を行う。 

キ 災害に強い街区の形成 

災害拠点病院に求められる拠点機能の強化を図るとともに，街区の防災機能を

強化する施設計画を行う。 

 

(３) 整備の概要 

ア 市民に親しまれ，愛され，信頼される市立病院を目指して 

病院を訪れる市民にとって，利用しやすく，病気を少しでも和らげる快適な環

境の確保に努めるために，療養環境の向上を図る。新館においては，病棟の１ベ

ッド当たりの面積を拡充するとともに，個室の割合を増加させる。また，新館，

既設本館ともに，デイルーム，面談室を整備する。 

施設の使い勝手を向上させるために，既設本館と新館はできるだけ近接させ，

動線の短縮，病院機能の一体化を図る。 

無機的な空間ではなく，壁の色，材質を暖かみのあるものにする，絵画や植物

を積極導入するなど，アメニティの向上を病院全体で目指す。また，わかりやす

いサイン計画やバリアフリーの徹底など，京都市みやこユニバーサルデザイン推

進条例に基づき，あらゆる利用者の視点に立ってユニバーサルデザインの普及促

進を図る。 

 

イ 安全で安心できる市民生活を支える医療の提供 

信頼される病院づくりのために，安心かつ安全な施設づくりを行う。廊下幅の

拡充や診療スペースの拡大を行い，無理なく人が動ける動線，空間を確保する。

また，病院総合情報システム等を活用し，ヒューマンエラーの防止に努める。 

 

ウ 自治体病院としての政策医療の機能強化 

(ア) 政策医療の機能強化 

自治体病院として，市民の安心，安全を守るため，高度医療，感染症医療，
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救命救急，災害医療などの政策医療を提供する体制が求められており，当該分

野の機能拡充を整備方針の重要な要素として位置付ける。 

また，小児医療，周産期医療など民間病院では安定供給が困難となりつつあ

る分野の体制強化も図る。 

(イ) 生活習慣病の治療と予防の機能 

糖尿病代謝内科，腎臓内科，循環器内科などの診療機能の強化，栄養指導の

充実など，生活習慣病に関する治療，予防機能の拡充を図る。 

心臓疾患，脳卒中等に関係する診療科が有機的に連携して総合的な診療体制

を構築することによって，迅速，高度なチーム医療を提供する「心臓・脳・血

管病センター（仮称）」の設置を視野に入れた計画を行う。 

(ウ) 地域がん診療連携拠点病院としての機能強化 

外来化学療法室の充実を図ることにより，外来診療機能を拡充する。 

ＰＥＴ－ＣＴの導入による放射線核医学部門の機能強化，体外放射線照射装

置の複数化などの放射線治療部門の機能強化を図る。 

また，病棟においては緩和ケア病床を設けるほか，研修体制の強化，情報提

供体制の強化，相互支援体制の強化を図り，引き続き，地域がん診療連携拠点

病院としての整備を行う。 

(エ) 地域医療支援病院としての機能強化 

地域医療全体の充実を図るための機能として，地域のかかりつけ医との施設，

設備の共同利用や研修の場の提供などに配慮した施設計画を行う。 

病棟においては，開放病床を設ける。 

(オ) 高次救急医療体制の整備 

救命救急部門の機能拡張，手術室の増設，ＩＣＵ，ＣＣＵ及びＮＩＣＵの充

実を図り，高次救急医療体制の整備を行う。 

緊急搬送に対応するヘリポートを設置し，より高度な救命救急体制を構築す

る。 

救命救急部門，手術室増設，ＩＣＵ，ＣＣＵ，ＮＩＣＵ，ヘリポートはすべ

て新館に計画し，迅速に搬送できる動線計画を行う。 

(カ) 災害，大規模事故発生時に対応できる機能の強化 

災害拠点病院に求められる機能として，緑地，広場を利用した災害時活動空

地やヘリポートの整備を行う。 

災害時の医療活動スペースとなるホール（平時は市立病院事業に関する研修

や集会等に利用），備蓄倉庫，庭園緑地等を整備し，災害，大規模事故発生時の

対応機能を強化する。 

災害時における患者多数発生時は，入院患者については通常時の２倍，外来

患者については通常時の５倍程度の患者の受入れを想定する。 

(キ) 災害発生時の機能維持 
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新館は，免震構造とするとともに，ライフラインの二重化，燃料，水，非常

用ベッドや非常用食料等の備蓄など，災害発生時においても医療機能を維持で

きる施設とする。 

 

＊ 「心臓・脳・血管病センター（仮称）」 

 生活習慣病に対して，循環器内科，神経内科，脳神経外科，外科，放射線科，

救命救急室等，及びＩＣＵ，ＣＣＵ等の中央診療施設が有機的に連携して，総

合的な診療体制を整備し，高度なチーム医療を提供する。 

＊ 「地域がん診療連携拠点病院」 

 肺がんや胃がん，肝がん等のわが国に多いがんについて，地域の医療機関

と連携し質の高い医療を提供する。専門医療体制，緩和医療の提供体制，専

門の医療従事者・医療施設・設備の確保，研修体制，情報提供体制等の要件

を満たし国の指定が必要。京都市立病院は平成１９年１月に指定を受けてい

る。 

＊ 「地域医療支援病院」 

 医療機関相互の機能分担と連携を進め，かかりつけ医からの紹介患者の診

療や施設，設備の共同利用，研修等を通じて地域医療全体の充実を図る。紹

介率や共同診療体制，研修能力等の要件を満たし，府の承認が必要。 

＊ 「災害拠点病院」 

 地域の医療機関を支援する観点から，多発外傷，挫滅症候群，広範囲熱傷

等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能

を有し，傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能，及び自己

完結型の医療救護チームの派遣機能，地域の医療機関への応急用医療資器材

の貸出機能を有するものとして指定，整備された病院。 

 

エ 病院運営の改善 

環境への配慮を行い，施設の維持管理費を低減させることにより，病院運営の

改善に貢献する。 

省エネルギーを実現するシステムの導入をはじめ既設機器の改修・更新を検討

し，きめ細やかな電気機器，空調機器の制御等によるエネルギーコストの削減や，

清掃，警備等の維持管理業務が効率的に行えるための建築的な配慮を行う。 

また，職員がコスト意識を持ちつつ，良質な医療サービスを提供できるように，

病棟のスタッフステーションの拡充や外来診療室の個室化をはじめとした，医療

サービスを提供する側の視点にも配慮した施設計画を行う。また，病院職員の一

体感を醸成するために，これまで分散していた執務スペース等を既設本館に集約

した配置を行う。 
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オ 機能集積と市街地環境の向上 

京都市立病院を医療，保健機能の拠点として整備するに当たり，病院施設の集

約，高層化を図り，災害時の救急医療の拠点として求められる空地の確保や周辺

環境を悪化させないための十分な駐車スペースを確保する。また，敷地内や道路

境界線周辺に，適切に緑地，空地を確保し，市民のための医療拠点として，充実

した保健医療，療養環境を実現するとともに，周辺に対しての良好な環境の整備

を行い，市街地環境と調和のとれた緑豊かな潤いある環境の形成や，新たな景観

の創出を図る。 

 

カ 災害に強い街区の形成 

災害活動空地や屋上ヘリポートの確保など，災害拠点病院に求められる拠点機

能の強化を図るとともに，街区の防災機能を強化するため，建築物の壁面後退や

街区外周部の延焼防止のための緑地帯など設ける。 

施設計画においては，建物の耐震性の向上や不燃化を進める。 
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３ 要求水準書の構成と概要 

(１) 要求水準の構成 

各業務の要求水準は，次の５項目によって構成する。 

 業務の基本方針 

 業務の概要 

 要求水準 

 事業者が実施する業務 

 事業者が負担する費用 

 

なお，「要求水準書２ 病院施設等整備業務」については，一部，この構成どおり

ではない。 

 

(２) 要求水準の概要 

要求水準の各項目の概要は，次のとおりとする。 

 

ア 業務の基本方針 

当該業務が属する各部門において，業務を遂行するうえでの基本的な方針，考

え方を示している。 

イ 業務の概要 

事業者が実施すべき当該業務の主な内容，業務範囲について示している。 

なお，業務の主な内容，業務範囲等については，事業者決定後に作成する仕様

書により確定するものとする。 

ウ 要求水準 

事業者が実施すべき当該業務について，病院が求めるサービス水準，性能・質

のレベルを示している。 

エ 事業者が実施する業務 

当該業務の実施に当たり，病院と事業者との業務分担を「業務区分表」により

示している。 

当該区分表は，現行病院の業務委託内容を基本としており，業務内容によって

は重複が生じる可能性もある。 

提案に際しての業務プロセス設計等に関する業務フローは，当該表を参照され

たい。 

当該区分表は，各業務の分担を明確にするためのもので，原則として，どちら

かを主たる担当として「 ◎ 」で表示しているが，従担当又は協力が必要な業務

については「 ○ 」で表示しているところがある。 
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なお，業務の詳細な区分及び業務内容については，事業者決定後に作成する仕

様書により確定するものとする。  

オ 事業者が負担する費用 

当該業務の実施に要する費用について，病院と事業者との分担を「費用負担区

分表」により示している。 

 

(３) 要求水準の内容 

ア 要求水準の観点 

各要求水準においては，事業者が実施すべき当該業務の水準，性能・質のレべ

ルを示すために，各業務に共通して次の６つの観点に基づき，それぞれの要求水

準について主要な事項を示している。 

(ア) 医療の質向上への貢献 

(イ) 患者サービス向上への貢献 

(ウ) 医療安全確保への貢献 

(エ) 病院経営健全化への貢献 

(オ) 業務担当者 

(カ) 緊急時の対応 

(キ) 提出資料 

 

イ 各要求水準の考え方 

(ア) 医療の質向上への貢献 

事業者が病院の医療の質向上に貢献するために，当該業務において満たすべ

き水準，性能・質のレベルを示している。 

各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  政令８業務のように厚生労働省令で定める基準がある業務については，医療

関連サービスマークの認定等を受けた専門業者であること。 

b  厚生労働省令で定める基準がない業務においては，専門的なノウハウと豊富

な業務実績のある業者であること。 

c  それぞれの業務の特性に応じて，効率的な業務運営ができる体制を整備する

こと。 

d  業務に伴う必要書類等を整備し，病院への報告・連絡を密にすること。 

 

(イ) 患者サービス向上への貢献 

事業者が病院における患者サービスの向上に貢献するために，当該業務にお

いて満たすべきサービス水準，性能・質のレベルを示している。 

なお，患者サービス向上は，患者本人だけでなく患者の家族・関係者をはじ

め，一般の病院来院者すべてを対象とした概念とする。 
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各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  基本的な接遇マナーを有するとともに，病院を運営する職員の一員であると

いう認識に立って，常に患者・家族等との接遇に 大限の配慮を払うこと。 

b  常に清潔感のある服装，身だしなみに気を配ること。 

c  患者の権利を尊重し，プライバシー保護や業務上知り得た個人情報の保護を

徹底すること。 

d  患者や来院者から寄せられた意見や苦情は，病院に速やかに報告し，患者の

満足度向上に寄与すること。 

 

(ウ) 医療安全確保への貢献 

事業者が病院の医療安全確保に貢献するために，当該業務において満たすべ

き水準，性能，質のレベルを示している。 

個々の業務において，医療事故につながる過誤や怠慢をなくすだけでなく，

医療事故の発生を未然に防ぐための業務手順の遂行や，業務改善の提案を積極

的に行うことを求めている。 

各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  業務の特性に応じて，医療事故を発生させない業務システムの構築を図るこ

と。 

b  病院と協力してリスクマネジメントを徹底するとともに，病院の医療安全の

推進に資する情報の収集に積極的に協力すること。 

c  業務担当者は，スタンダード・プレコーション等の衛生管理の考え方につい

て，基本的事項を理解し，必要な場所ではマスク・帽子の着用，手洗い・手指

消毒等を行うなど，院内感染の発生源にならないように衛生管理を徹底するこ

と。 

d  業務遂行上，患者の安全確保を 優先すること。 

e  患者の異変等に気づいた場合は，速やかに病院職員に報告，連絡すること。 

f  業務遂行上のミスや過失については，速やかに報告，連絡し，改善策を提示

すること。 

g  地球温暖化防止の観点から，ＣＯ２排出量を削減するなど，温室効果ガスの

排出を極力少なくすること。 

h  ＳＰＣとして，企業のＣＳＲ活動に積極的に取り組むこと。 

i  患者，家族，面会者等のプライバシーに十分配慮し，業務上知り得た情報を

漏えいしないこと。また，業務に必要な場合を除き，取扱書類等を指定された

場所以外に持ち出すことや無断で印刷や複写をしないこと。 

 

(エ) 病院経営健全化への貢献 

事業者が病院の経営健全化に貢献するために，当該業務において満たすべき
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水準，性能・質のレベルを示している。 

各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  業務担当者等は，適正な数を適正な時間帯に配置し，人件費の抑制を図るこ

と。 

b  効率的な業務運営により，材料費や経費の削減を図ること。 

c  病院の診療活動に対する適正な報酬対価を確実に確保する努力をすること。 

d  コスト削減のための提案を積極的に行うこと。 

e  包括契約による効率的な業務再編・構築により，運営と施設整備との一体的

な運用計画を実現すること。 

f  事業範囲・事業期間に限らず，病院全体でのライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

の縮減のため，具体的かつ有効な提案を行うこと。 

g  事業範囲にかかわらず，病院全体でのエネルギー消費の削減や，光熱水費及

び廃棄物処理費の削減に関して，施設整備・病院運営・施設維持管理での工夫

を行うこと。 

 

(オ) 業務担当者 

事業者が，本事業を実施するに当たって，高品質な業務を安定的に行えるよ

う，当該業務の各担当者が満たすべき業務遂行能力の水準を示している。 

資格を有する者が従事することが，法的に必要とされる業務には，当該資格

を有する担当者を配置しなければならないが，法的に必要でない場合は資格の

有無を絶対条件とはせず，経験・資質など総合的な能力に基づいて配置するこ

とを求めるものとする。 

各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  すべての業務担当者，現場責任者，業務統括責任者は，強い職業倫理感と責

任感をもって当該業務を遂行すること。 

b  当該業務に必要な資質，能力，経験を有し，能力向上等を図るための教育，

研修を継続的に行うこと。 

c  業務担当者は，複数の業務を遂行できる能力・資質を有していることが望ま

しい。 

d  現場において業務担当者に適切な指示，命令を行える現場責任者を，適宜配

置すること。 

e  当該業務に精通し，豊富な経験，能力を有する業務統括責任者を配置するこ

と。 

f  現場責任者は，当該業務の専任であること。 

g  業務統括責任者は，複数の業務を兼任することを妨げない。 

h  要求水準を満たさないと病院側が判断した者については，速やかに配置転

換・異動等の協議に応じること。 
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(カ) 緊急時の対応 

事業者が，本事業を実施するうえで，事故やトラブル，緊急事態等が発生し

た場合の対処について，当該業務において満たすべき水準，性能，質のレベル

を示している。 

なお，これらは，緊急時への適切な対応について基本的な事項を示したもの

であり，個別の具体的な運用規定については，病院と協議の上,事業者が作成す

る当該業務の「危機管理計画」で定めるものとする。 

各業務に共通して求められる主な要件は，次のとおりである。 

a  京都市立病院は，自治体病院として政策医療を担うものであり，災害拠点病

院，第二種感染症指定医療機関，エイズ治療拠点病院であることを十分に理解

し，業務上の緊急時をはじめ，院内における災害，地域災害，広域災害等の緊

急事態の大きさ，深刻度に応じた対応がとれるように，事前に緊急事態への対

応策を整備すること。 

b  業務担当者の健康状態の把握及び健康管理を徹底すること。また，伝染性の

強い感染症又は感染性疾患等に罹患している者，あるいは罹患している疑いの

ある者は，業務に従事させないこと。 

c  臨時の業務が発生した場合や緊急事態が発生した場合，業務担当者が突発的

に欠員になった場合などは，業務の区分に関係なく協力して対応すること。 

d  病院総合情報システムのダウン時には，診療活動に支障を来さないように速

やかに帳票運用などの対応を図ること。 

e  機器が故障した場合は，代替機器の手配や応急修理などによって，診療活動

に支障を来さないように努めること。 

 

(キ) 提出資料 

事業者が本事業を実施するうえで，病院に提出する各種資料について記載し

ている。 

 



 

 

16 

 

(４) 共通の業務区分 

各要求水準において設定する業務区分以外に，各業務に共通する業務区分は，次の

とおりとする。 

 

業務内容 病 院 事業者 

日常管理，保守，清潔保持  ◎ 

管理責任（事業者の直接の責務によるもの）  ◎ 

当該施設，設備

及び什器，備品

の管理 管理責任（事業者の直接の責務によらないもの） ◎  

医療監査への対応 ◎ ○ 

病院が関係官公庁に提出する書類などの作成支援等  ◎ 

渉外情報管理 

提出した書類の保管管理  ◎ 

当該業務に関する情報収集  ◎ 情報提供 

当該業務に関する情報提供  ◎ 

院内の各委員会の開催 ◎ ○ 委員会 

 院内の各委員会への出席・提案  ◎ 

研修・訓練計画の策定，報告  ◎ 

研修・訓練の実施  ◎ 

研修・訓練状況の報告  ◎ 

研修・訓練 

 

 

 院内研修・訓練への参加 ◎ ◎ 

病院全体の危機管理計画策定 ◎ ○ 

当該業務に係る危機管理計画立案（問題発生時の運

用規程含む） 

 ◎ 

当該業務に係る危機管理計画確認 ◎  

基幹システム ◎  

当該業務に係る部門システム（事

業者所有のシステム除く） 

◎ ○ 

病院総合情報シ

ステム障害時の

対応 

 当該業務に係る運用の一次対応 ○ ◎ 

緊急対応 ◎ ◎ 

危機管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害時対応 ◎ ○ 

業務仕様，業務マニュアル等の・

業務計画書の作成，管理，更新 

 ◎ 計画 

業務計画書の確認 ◎  

報告書（日報，月報，台帳など）

の作成・提出 

 ◎ 報告 

報告書の確認 ◎  

関係帳票類の整理  ◎ 

勤務表の作成  ◎ 

業務担当者等の業務分担・配置表

の作成・提出 

 ◎ 

業務担当者等の業務分担・配置表

の確認 

◎  

業務管理 

労働安全管理  ◎ 

産業医の選定  ◎ 

健康管理計画の作成  ◎ 

総合管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生 

定期健康診断の実施  ◎ 
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業務内容 病 院 事業者 

健康診断結果の報告  ◎ 

健康診断結果報告書の保管 ◎  

定期健康診断実施状況・診断結果

の確認 

 ◎ 

衛生管理  ◎ 

事故防止対策の策定  ◎ 

運用，改善提案・助

言 

 ◎ 当該部門情報システム（事業

者所有分を除く） 

更新調達 ◎  

セルフモニタリング実施・報告  ◎ 

業務に係る全般的な改善提案  ◎ 

凡例 ◎：当該業務の主担当      ○：従担当，協力 

 



 

 

18 

 

(５) 共通の費用負担区分 

各要求水準において設定する当該業務に係る費用の負担区分以外に，各業務に共通

する費用負担の区分は，次のとおりとする。 

 

業務内容 病 院 事業者 

病院全体に係る光熱水費（電気，ガス，上下水道，燃料等） ○ 

備蓄燃料費（重油，軽油等） ○ 

公用車等に使用する車両燃料 ○ 

災害時用備蓄品 ○ 

当該業務に係る事業者持ち込み設備機器の調達費用  ○ 

当該業務に係る事業者持ち込み設備機器の保守・修繕経費  ○ 

当該業務に係る什器備品の調達費用  ○又は◆

当該業務に係る什器備品の保守経費  ○ 

給与・手当  ○ 

法定福利費  ○ 

当該業務の人件費 

 

 その他人件費  ○ 

業務に付随して発生する材料費  ○ 当該業務の材料費 

 病院側の依頼により業務外で発生する材

料費用 

○ 

福利厚生費  ○ 

保健衛生費  ○ 

報償費  ○ 

旅費交通費  ○ 

被服費（ユニフォーム等）  ○ 

消耗備品費  ○ 

当該業務の経費 

 

光熱水費（電気，ガス，上下水道，燃料等） ○ 

 通信費（固定電話の料金） 一部○ ○ 

 通信費（携帯電話の料金，郵便など）  ○ 

運搬費（宅配等）  ○ 

修繕費（部品含む）  ○ 

大規模修繕 ○ 

委託料（事業者が行う再委託費）  ○ 

保険料  ○ 

官公庁手数料  ○ 

 

その他経費 

 諸帳票類  ○ 

事業者側が業務担当者に行うもの  ○ 

事業者側が病院職員に行うもの ○ 

病院側が業務担当者に行うもの  ○ 

当該業務部門におけ

る教育研修費 

 

病院側が病院職員に行うもの ○ 

凡例 ○：負担者（事業者負担の場合，運営費として扱う項目） 

◆：事業者が調達し，本市に所有権を移転する。（見積りにおける運営費には含めな

い項目） 
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(６) 業務提供の時間帯 

病院は，２４時間３６５日体制で運用されているが，それぞれの業務の提供時間

帯は，必ずしも２４時間３６５日を前提とする必要はなく，業務内容，特性に応じ

た業務提供時間帯を設定し，効率的な業務担当者等の配置を行う必要がある。 

また，業務提供時間帯内においても，主要な活動時間帯（業務ピーク時間帯）と

そうでない時間帯（業務オフピーク時）が発生する場合もあることから，必ずしも

業務時間帯に均－に業務担当者を配置する必要はない。 

 

ア ２４時間３６５日体制への対応 

病院の業務運営が２４時間３６５日円滑に行えるようにするために，当該業務

のいかなる時間帯においても，突発的なトラブル等に対して 低限の有効な対応

が可能な体制を整備しなければならない。 

また，大規模災害等が発生した場合においても，病院の診療活動が維持できる

ように支援するために，当該業務における災害時の対応をあらかじめ整備してお

かなければならない。 

 

イ 業務ピーク時間帯 

当該業務を遂行する主要な活動時間帯を意味し，当該業務の特性に応じて業務

ピーク時間帯は異なることを十分に理解したうえで，次の要件を満たす必要があ

る。  

(ア) 質的・量的に当該業務の要求水準を満たす業務担当者を配置すること。 

(イ) 当該業務に必要な有資格者又は能力・経験を有する現場責任者を常駐させるこ

と。 

 

ウ 業務オフピーク時間帯 

業務ピーク時間帯以外の業務提供時間帯を指し，次の要件を満たす必要がある。 

(ア) 量的・質的に当該業務の主たる要求水準を満たす業務担当者を配置すること。

主たる要求水準は，病院と協議して決定する。 

(イ) 当該業務の特性に応じて，有資格者又は能力・経験を有する現場責任者を常駐

させること。 

(ウ) 緊急時等においては，他の業務担当者が当該業務を補完するなど，事業者全体

として有効な対応ができる協力体制，バックアップ体制を整備すること。 
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４ 事業者が提出する資料 

業務を行うに当たり，次の書類を定められた時期までに病院に提出すること。 

 

資料名 提出時期 備考 

事業スケジュール 事業契約締結後速やかに 施設供用開始までのスケジ

ュール 

全体マネジメント業務計画書 業務開始２箇月前 詳細は，本書「３ 全体マネ

ジメント業務」を参照 

設計業務計画書 事業契約締結後速やかに 詳細は要求水準書２を参照 

建設業務計画書 業務開始２箇月前 詳細は要求水準書２を参照 

病院運営計画書 業務開始２箇月前 詳細は要求水準書３を参照 

施設設備維持管理計画書 業務開始２箇月前 詳細は要求水準書４を参照 

調達業務計画書 業務開始２箇月前 詳細は要求水準書５を参照 

セルフモニタリング計画書 業務開始２箇月前 病院運営業務，施設設備維持

管理業務，調達業務を対象と

する。 

年度事業計画書 当該年度の３０日前 修繕計画，利便施設業務事業

計画書 

業務報告書（日報，月報，年報） 日報：毎日 

月報：当該月の 終日から

７日以内 

年報：事業年度の 終日か

ら３箇月以内 

病院運営業務，施設設備維持

管理業務，調達業務を対象と

する。月報，年報ではセルフ

モニタリングの結果につい

ても報告すること。 

SPC 監査済み計算書類 事業年度の 終日の３箇

月以内 

損益計算書，貸借対照表，附

属明細書 

事業引継書 事業 終日 施設設備管理台帳，医療機器

備品等管理台帳 
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第２ ＳＰＣの役割 

１ ＳＰＣの役割 

本事業では，ＳＰＣには，次のような役割を求める。 

 

(１) 病院とＳＰＣのパートナーシップの構築 

ＳＰＣは，共に京都市立病院を運営し，経営の一翼を担う良きパートナーとして

の役割を担うものであると考えている。京都市立病院が経営上の課題を有している

際に，京都市立病院は，いつでもＳＰＣに相談や協力要請を行うことができ，それ

に対応して，ＳＰＣは，病院経営の専門家の立場から，適切な経営コンサルティン

グを行い，さらには単なる提案だけに留まらず，改善活動の実行支援まで行う。こ

のように，京都市立病院は，ＳＰＣとの揺るぎないパートナーシップの構築を目指

している。 

特に，京都市立病院が今後経営戦略上重視している地域医療連携については，「京

都市立病院モデル」と呼べるような関係を構築すべく，病院職員とともに検討し，

京都市立病院，地域の病院，診療所とのネットワーク構築に向けて支援していただ

きたい。 

 

図表：病院とＳＰＣのパートナーシップ 

 

 

(２) 病院と協力企業とのパートナーシップの構築 

医療サービスや患者サービスの向上のためには，医療現場の病院職員と協力企業

との良好な関係が構築されている必要がある。本事業の病院運営では，協力企業の

職員が能動的に活躍し，それによって医療現場の病院職員も意識改革され，病院職

員と協力企業の相乗効果によって，医療サービスや患者サービスのさらなる向上を

図ることを目的の１つとしている。 

例えば，京都市立病院が継続的により良いサービスを提供するためには，現場単

位の業務運用が常に改善されていく必要がある。この場合，協力企業は，自ら現場

相談，協力要請

経営コンサルティング，改善活動実
施支援

病院 SPC



 

 

23 

単位での課題を発見し，その解決のために，自身の業務運用を主体的に変更してい

くことが求められる。また，病院職員は，協力企業からの改善提案を受けて自身の

業務を見直し，効率化することで，更に，本来業務に集中できるようになる。 

このような姿は，単なる発注者－受託者の関係ではなく，各現場における京都市

立病院と協力企業との良好なパートナーシップが構築できていないと実現は難しい

と考えられる。 

ＳＰＣに求める事項としては，ＳＰＣは，京都市立病院からの要望や業務指示を

一元的に受け，それを協力企業に指示し，速やかに業務改善が図れるような役割を

果たすことに加え，現場単位で，病院職員と協力企業のパートナーシップが構築で

きるように，京都市立病院と協力企業の双方に支援することである。 

特に，本事業は，契約期間が長期に及ぶため，医療制度改革や医療技術の進歩に

よる医療環境の変化に対して，どのように改善活動を行っていくか，その考え方が

極めて重要である。 

 

図表：日常の現場単位での病院と協力企業のパートナーシップ 

 

病院

協力企業1 協力企業2 協力企業3 協力企業ｎ

SPC
支援

サービスの提供
現場単位での

協働体制

 

 

 

(３) 協力企業が提供する業務の包括化と品質管理 

本事業では，ＳＰＣに委託する業務が広範囲に及び，さらに民間ノウハウを期待

した性能発注方式を採用する。その結果，個別の業務について要求水準で示した性

能が発揮されていることはもちろんのこと，各協力企業が担う業務の隙間が生じな

いようにすることが重要である。 

そのため，ＳＰＣには協力企業同士を連携させることと，適切な品質が確保でき

ていない状況が発生する場合には協力企業を入れ替えること，個別の業務の品質管

理を適切に行うことが求められる。 
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図表：個別業務の包括化と品質管理 

協力企業１ 協力企業ｎ

SPC

個別業務の品質管理

隙間を埋める

協力企業2 協力企業３

隙間を埋める 隙間を埋める  

 

 

２ 業務移行について 

事業期間において，新館が竣工する以前の段階（既設本館，既設北館での運営）を

フェーズ１，新館が竣工し，本館を改修している段階をフェーズ２，全面供用開始後

をフェーズ３とすれば，ＳＰＣはフェーズ１から業務の一部を開始し，京都市立病院

の経営改善に貢献できるよう協力する。ＳＰＣは，フェーズ２（新館の竣工）から新

たな体制へと移行する。 

各業務の業務開始時期について，次に示す。 

 

業務内容 業務開始時期 フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3

全体マネジメント業務 契約締結日    

病院施設等の整備業務 契約締結日    

施設設備維持管理業務 新館供用開始日    

病院運営業務 新館供用開始日    

調達業務 
平成 22 年 4 月（契約締

結後の翌年度当初） 
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第３ 全体マネジメント業務 

(１) 本業務の基本方針 

本業務の基本方針は，次のとおりとする。 

 

ア 事業者が病院のパートナーとして，本事業の目的である「医療サービスの向上，

患者サービスの向上，病院経営改善，地域連携への貢献，職員意識への啓発」に全

面的に貢献する。 

イ 京都市立病院は，自治体病院として政策医療を担っており，災害拠点病院，第二

種感染症指定医療機関，地域がん診療連携拠点病院であることを十分に理解した上

で，病院幹部及び病院事務局の経営参謀として，病院経営基盤の強化に貢献する。 

ウ 協力企業が担う個別業務を統括し，品質の管理を行った上で，コスト縮減に努め

る。 

 

(２) 業務の概要 

ア 経営支援業務 

(ア) 病院経営・運営に関する調査分析，改善提案を行う。 

(イ) 病院の短期・中長期経営計画の立案支援を行う。 

 

イ プロジェクトマネジメント業務 

(ア) 本事業の遂行管理（進捗管理，品質管理，コスト管理等）を行う。 

(イ) 病院が行う引越しに関する支援や協力を行う。 

(ウ) 事業期間を通して，個別業務を担うにふさわしい協力企業を選定する。 

(エ) 院内イベントの企画・開催を行う。 

 

ウ 個別業務統括業務 

(ア) 個別業務のセルフモニタリングを行う。 

(イ) 病院職員と事業者が，良好なパートナーシップ（協働）を構築できるように，

必要な調整業務を行う。 

(ウ) 個別業務の業務仕様書，業務運用フローを管理する。 

 

(３) 業務要求水準 

求められる業務水準は，次のとおりである。 

 

ア 共通事項 

(ア) 病院と事業者（ＳＰＣ，協力企業等）との良好なパートナーシップが実現でき
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るような仕組みを構築すること。 

(イ) 新のマネジメントシステム（ＰＤＣＡ等）を積極的に導入し，病院が行う医

療の変化に対応できるような仕組みを構築すること。 

(ウ) 医師，看護師等をはじめとする医療スタッフが医療サービスに専念できる業務

環境を整備・提供するよう，協力企業を統括的にマネジメントすること。 

(エ) 医療の質の向上，患者サービスの向上，医療安全の確保，病院経営健全化の観

点から，病院が行う業務について積極的な改善提案を行うこと。また，これに連

動して，事業者の業務仕様書，業務運用フローを改善すること。 

(オ) 事業者が実施する業務については，業務横断的に手順や体制を見直し，業務間

の隙間や重複を排除し，サービスの向上に努めること。 

(カ) セルフモニタリングを実施し，事業者が担う個別業務の品質を管理し，要求水

準を満たしていることを確認すること。 

(キ) 病院運営上の重大な事故や事案の発生を未然に防ぐため，事業者は，病院職員

の業務の不適切な運用及び事業者が行う業務が要求水準を満たしていない状態

を発見した場合，あるいは，これらの状況が発生し得る状態を発見した場合は，

迅速に病院に報告すること。 

(ク) 病院が行う，財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の継続的認証取得

に関して，適宜協力を行うこと。 

(ケ) 協力企業に対する安全衛生管理を徹底すること。 

(コ) 協力企業を対象に，各種教育・研修を行うこと。 

(サ) 協力企業を変更する場合を想定し，あらかじめ適切な変更手続を定めること。 

(シ) 医療環境や社会状況の変化により，要求水準又は業務仕様の変更が必要な場合

は，変更の必要性，変更による影響を検討し，当該変更について病院と協議を行

うこと。 

(ス) 事業者は，病院が設置するＰＦＩ定例会議（仮称）に参加し，病院の経営方針

や課題などの共有及び改善策の検討等を行うとともに，日常的に，積極的に病院

職員とコミュニケーションを図ること。ＰＦＩ定例会議（仮称）は，次に示す幹

部会議，経営企画会議，業務改善会議からなる。 

 

■ＰＦＩ定例会議（仮称） 

名称（仮称） 協議内容 頻度 病院の参加者 

幹部会議 内容：重要協議事項の協議 

頻度：2回/年 程度 

院長，副院長,総看護

師長，事務局長，他 

経営会議 内容：病院の経営方針，経営状況の

確認，改善案検討 

頻度：１回/月 程度 

院長，副院長，総看

護師長，事務局長，

事務局管理課，他 

業務改善会議 内容：問題発生時の原因究明，改善

対策の策定，病院運用の改善案検討 

頻度：1回/四半期 程度 

各部門長，事務局管

理課，他 
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(セ) 新館への引越し及び本館改修中の引越しにおいて，事業者は，可能な限り患者

サービスが低下しないような引越計画を立案すること。引越方法について病院職

員に周知し，円滑に引越しが実施できるよう，病院に協力すること。 

(ソ) 病院が病院総合情報システムを導入・更新する場合には，病院総合情報システ

ムの稼動状況を調査し，事業者の業務遂行上不都合がないことを確認すること。

また，その旨を病院に報告すること。 

 

イ 医療の質の向上への貢献 

(ア) 個別業務に対する病院職員からの是正依頼や調整事項について，初期対応は３

０分以内に実施すること。 

(イ) 病院職員と協力企業の協働に対する職員満足度を年２回以上計測し，協力企業

の個別業務に対する改善提案を行うこと。 

 

ウ 患者サービスの向上への貢献 

(ア) 病院運営に関する患者満足度を年間２回以上計測し，協力企業の業務改善を行

うとともに，病院職員の業務に対する改善提案をすること。 

(イ) 院内イベントとして，院内コンサート（１回/年），慰霊祭（１回/２年）を行

うこと。その他，事業者が必要と考える院内イベントを企画し，開催すること。 

 

エ 医療安全の確保 

(ア) 事業者が行う業務について,危機管理計画を作成し，協力企業の職員に徹底す

ること。 

(イ) 業務に際して扱う患者や病院職員の個人情報及び業務上知り得た情報を第三

者に漏えいしてはならない。また，京都市個人情報保護条例を遵守すること。 

(ウ) 業務の実施に際して作成した電子データが外部に漏えいすることのないよう，

セキュリティ対策を十分に実施すること。 

 

オ 病院経営健全化への貢献 

(ア) 病院幹部，事務局の経営参謀として，病院の経営戦略や経営計画の立案に協力

すること。病院広報戦略については，主体的に立案すること。特に，地域医療連

携に関する分野では，積極的に支援をすること。 

(イ) 病院経営に資するためのデータ分析結果の報告を年４回以上行うこと。また，

収益向上・費用削減，患者獲得，業務効率化について積極的に提言を行うこと。 

(ウ) 病院が行う事業（新たな委託業者の選定，物品等の購入等）について，見積り

取得や事業者選定支援などを行うこと。 
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カ 業務担当者 

(ア) マネジメント業務責任者は，本事業全体を適切にマネジメントすることが可能

な能力とそれに見合う経験を保有すること。マネジメント業務責任者は，平日の

定時は常駐配置すること。 

(イ) マネジメント業務責任者は，組織の継続性の確保と成熟に努めること。なお，

マネジメント業務責任者を変更する場合は，事前に変更予定日と後任予定者を通

知するとともに，十分な引継期間を設け，業務に支障を生じさせないこと。 

(ウ) マネジメント業務担当者は，業務に必要な次の知識・技術を有していること。 

・ 病院経営に関する知識・技術 

・ 病院総合情報システムに関する知識・技術 

・ 病院運営業務に関する知識・技術 

(エ) 経営支援業務を担当するマネジメント担当者は，一般病床３００床以上の病院

において，経営コンサルティング業務の業務責任者として１年以上の経験を有す

ること，若しくは，一般病床３００床以上の病院において経営に関する責任者と

しての１年以上の勤務経験を有すること。 

(オ) プロジェクトマネジメント業務を担当するマネジメント業務担当者は，一般病

床３００床以上の病院において，新病院の建設事業における開設準備に関する業

務実績を有すること。 

(カ) 個別業務統括業務のマネジメント業務担当者は，平日の定時は常駐配置するこ

と。ただし，３６５日２４時間の配置を求めるものではないが，緊急時にも適切

に対応できるような業務遂行の仕組みを提案すること。 

(キ) 経営支援業務，プロジェクトマネジメント業務，個別業務統括業務の業務担当

者はそれぞれの業務担当との兼任は可能とする。 

(ク) 個別業務統括業務の担当となるマネジメント業務担当者は，他の個別業務の業

務統括責任者との兼任はできないものとする。 

(ケ) マネジメント業務責任者，マネジメント業務担当者に対しては，適切な教育・

研修を行い，その内容を病院に報告すること。 

(コ) マネジメント業務責任者，マネジメント業務担当者を変更する場合は，十分な

引継期間を設けること。 

(サ) 本業務で想定する人員配置数は次のとおりであるが，これにより事業者の提案

を拘束するものではない。 
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（参考） 

業務担当 人数 

マネジメント業務責任者 １名 

経営支援担当者（マネジメント業務担当者） １名 

プロジェクトマネジメント担当者（マネジメント業務担当者） １名 

個別業務統括担当（マネジメント業務担当者） 

例：運営マネージャー，サプライマネージャー，施設整備・維

持管理マネージャー，ヘルプマネージャー 

４名 

調達担当※ １名 

※「要求水準書５調達業務」での業務担当者とする。全体マネジメント業務で構

築する体制に組み入れることも可能である。 

 

キ 緊急時の対応 

(ア) 緊急時に万全な対応がとれるよう，連絡網の整備を含め，備えをしておくこと。 

(イ) 院内の事故やトラブル発生時に，迅速かつ適切な対応をとること。 

(ウ) 災害発生時に，適切な対応をとること。 

(エ) 緊急時や臨時のサービス提供が必要な場合は，誠実かつ速やかに対応すること。 

 

ク 提出書類 

(ア) 全体マネジメント業務計画書 

実施体制，業務仕様，業務マニュアルをまとめた計画書を，業務を開始する

２箇月前までに病院に提出すること。また，その内容に変更にある場合は，変

更点を速やかに病院に報告すること。 

(イ) 業務報告書（日報，月報，年報） 

a  当該業務の日報：毎日 

b  当該業務の月報：当該月の 終日から７日以内 

c  当該業務の年報：事業年度の 終日から３箇月以内 
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(４) 事業者が実施する業務 

本業務において事業者が実施する業務は，次の業務区分表のとおりとし，表に記

載のない事項については，別途協議のうえ決定する。 

 

業務内容 病院 事業者

経営支援業務 病院経営・運営に関する調査分析計画の立案，調

査分析の実施 
 ◎ 

 病院経営・運営に関する改善提案  ◎ 

 病院経営・運営に関する改善提案の承認と改善実

施 
◎  

 病院の短期・中長期経営計画の立案 ◎  

 病院の短期・中長期経営計画の立案へのアドバイ

ス 
 ◎ 

 病院広報戦略の検討・立案  ◎ 

本事業の遂行管理に関する業務  ◎ プロジェクトマネ

ジメント業務 引越し計画の立案，及び，引越しへの協力  ◎ 

 引越事業者の選定支援  ◎ 

 協力企業の再選定  ◎ 

 病院が行う事業の支援（見積もり取得，業者選定

支援） 
 ◎ 

 院内イベントの立案・実施（院内コンサート，慰

霊祭等） 
 ◎ 

個別業務統括業務 セルフモニタリングの実施  ◎ 

 病院職員，SPC，協力企業との調整業務  ◎ 

 協力企業への監督指導  ◎ 

 個別業務の運営マニュアルの管理（加除，補充作

業，貸出管理，改版作業） 
 ◎ 
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(５) 事業者が負担する費用 

本業務において事業者が負担する費用は，次の費用負担区分表のとおりとし，表

に記載のない事項については，別途協議のうえ決定する。 

 

費用項目 病院 事業者 

経営支援業務の実施に係る費用 

 ただし，広報に関わる出版物の印刷等の実費は病院負担 
 ○ 

プロジェクトマネジメント業務の実施に係る費用 

ただし，引越事業者の費用や，院内イベント開催に関する実

費（コンサート演奏者料金等）は病院負担 

 ○ 

個別業務統括業務の実施に係る費用  ○ 

労務費（福利厚生費，教育研修費，保健衛生費，交通費含む）  ○ 

被服費（職員のユニフォームなど）  ○ 

通信費（固定電話の料金） ○  

通信費（携帯電話の料金，郵便など）  ○ 

官公庁手数料  ○ 

事業者の業務遂行上必要な諸帳票類(マニュアルなど)  ○ 

事業者の業務遂行上必要な備品機材，消耗品費  ○ 

凡例 ○：負担者（事業者負担の場合，運営費として扱う項目） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


