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３ 保守点検要領（病院本館） 

 

本業務は別項「対象設備」について法定点検、定期点検及び設備・機器の整備を行

うもので業務報告書を提出するまでの一切の業務を行うものである。 

 

３－（１）電気設備 

 本件は、電気事業法第 42 条の規程の保安規定により以下の業務を行うものとする。 

 

1 受変電設備  

（１）保安規定に定められた点検項目の点検を行うものとする。 

（２）作業責任者を定め、電気主任技術者の立会いのもとに実施すること。 

（３）作業責任者は、事前に作業工程表及び作業手順書を作成し、現場の安全確認を充分

行い作業すること。 

（４）点検に伴う停電は、停電時間を必要最低限となるよう努め、事前に川崎市の担当者

と打合わせ、院内の必要な箇所に電源を供給すること。また、このために必要な電

源及び諸材料、燃料については、点検実施日の前日までに受託者が用意することと

するが、病院もそれに積極的に協力するものとする。 

（５）点検対象である機器の故障発生時の調査についても、本業務内に含むこととする。 

（６）点検回数は年１回日曜日に行うこと。また、停電当日の作業及び前日等の仮設作業 

   の際は、支障のない必要な人員を揃えること。 

 

２ 直流電源装置（受変電機器監視制御用） 

（１）保安規定に定められた点検項目の点検を行うものとする。 

（２）作業責任者を定め、電気主任技術者の立会いのもとに実施すること。 

（３）作業責任者は、事前に作業工程表及び作業手順書を作成し、現場の安全確認を充分

行い作業すること。 

（４）点検対象である機器の故障発生時の調査についても、本業務内に含むこととする。 

（５）点検回数は年１回日曜日に行うこと。 

 

３ 無停電電源装置 

（１）保安規定に定められた点検項目の点検を行うものとする。 

（２）作業責任者を定め、電気主任技術者の立会いのもとに実施すること。 

（３）作業責任者は、事前に作業工程表及び作業手順書を作成し、現場の安全確認を充分

行い作業すること。 

（４）点検対象である機器の故障発生時の調査についても、本業務内に含むこととする。 
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（５）点検回数は年１回日曜日に行うこと。 

 

４ 動力・電灯設備（分電盤） 

（１）保安規定に定められた点検項目の点検を行うものとする。 

（２）作業責任者を定め、電気主任技術者の立会いのもとに実施すること。 

（３）作業責任者は、事前に作業工程表及び作業手順書を作成し、現場の安全確認を充分

行い作業すること。 

（４）絶縁測定伴う停電は、停電時間を必要最低限となるよう努め、事前に院内の各部署

に周知すること。 

（５）点検対象である機器の故障発生時の調査についても、本業務内に含むこととする。 

（６）点検回数は年１回休日に行うこと。 

 

５ 非常用発電設備（オイルタンク含む） 

（１）保安規定に定められた点検項目の点検を行うものとする。 

（２）作業責任者を定め、電気主任技術者の立会いのもとに実施すること。 

（３）作業責任者は、事前に作業工程表及び作業手順書を作成し、現場の安全確認を充分

行い作業すること。 

（４）点検対象である機器の故障発生時の調査についても、本業務内に含むこととする。 

（５）点検回数は年１回行うこと。 
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３－（２）通信設備 

１ ナースコール設備 

（１）外観・構造点検及び電気的動作点検を行い、故障発生時の点検及び軽微な故障修理、

部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 

 

３－（３）空調設備 

１ 吸収式冷温水発生機 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）点検によりインヒビターが不足のときは、補充すること。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（４）点検回数は次のとおりとする。 

   冷房・暖房イン・オン・オフ点検 計４回 

   冷却水系開放、チューブ洗浄    １回 

 

２ 水冷チラー 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

３ 空冷ヒートポンプチラー 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

４ 蒸気ボイラー 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。また、故障時修理費用は委託者が負担するもの

とする。 
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５ 間接蒸気発生器 

（１）ボイラー及び圧力容器安全規則第７３条の規定による性能検査を受

けるために必要な整備を行うこと。  

（２）性能検査日を検査機関と調整すること。  

（３）保守点検回数は年１回とし、本点検費用は委託者が負担するものと  

   する。  

（４）受託者は性能検査に立ち会うものとする。  

 

６ 冷却塔設備 

（１）各機器の動作確認、外観の破損等の有無、水槽内・ストレーナーの清掃及び水張り

作業を行うこと。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年２回行うこと。 

 

７ 冷却塔薬注装置 

（１）各機器の動作確認、外観の破損等の有無及び薬注量の調整等を行うこと。 

   （薬品投入含む） 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年２回行うこと。 

 

８ ポンプ設備 

（１）各機器の動作確認、外観の破損等の有無、清掃を行い、故障発生時の点検及び軽微

な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

９ プレート熱交換器 

（１）外観の破損等の有無、清掃を行い、故障発生時の点検及び軽微な故障修理、部品交

換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

10 オイルサービスタンク 

（１）外観の破損、オイル漏れ等の有無、フロートスイッチの作動確認等点検を行うこと。 

（２）点検回数は年１回行うこと。 
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11 軟水装置 

（１）外観の破損等の有無、運転調整、データ採取等を行い、故障発生時の点検及び軽微

な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 

 

12 外調機設備 

（１）外観の破損等の有無、運転調整、データ採取等を行い、故障発生時の点検及び軽微

な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）フィルター清掃時の運転停止時間を最小にするため、予備のフィルターを用意する

こと。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（４）点検回数は年１回行うこと。 

 

13 空調機設備 

（１）外観の破損等の有無、運転調整、データ採取等を行い、故障発生時の点検及び軽微

な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）フィルター清掃時の運転停止時間を最小にするため、予備のフィルターを用意する

こと。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（４）点検回数は年２回行うこと。 

 

14 ファンコイルユニット設備 

（１）外観の破損等の有無、異音の有無の確認、運転調整等を行い、故障発生時の点検及

び軽微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）フィルターの清掃は２か月に１回行うこと。なお、フィルターの汚れ具合により変

更することもある。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（４）点検回数は年１回行うこと。 

 

15 パッケージ型空調機 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）ダイキン製のパッケージについては、エアネットシステムを構築し、24 時間監視・

対応すること。また、エアネットシステムの点検も行うこと。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 
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（４）点検回数は年２回行うこと。 

   ※点検は保育所及び倉庫のパッケージ型空調機を除く。 

 

16 外気処理パッケージユニット設備 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽 

   微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）ダイキン製のパッケージについては、エアネットシステムを構築し、24 時間監視・ 

   対応すること。また、エアネットシステムの点検も行うこと。 

（３）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（４）点検回数は年２回行うこと。 

 

17 水熱源ヒートポンプユニット設備 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年２回行うこと。 

 

18 フィルターユニット設備 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

19 レヒーター設備 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 

 

20 ダクト設備（定風量装置） 

（１）外観の破損等の有無、異音の有無の確認、運転調整等を行い、故障発生時の点検及

び軽微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年１回行うこと。 
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21 全熱交換器設備 

（１）外観の破損等の有無、異音の有無の確認、運転調整等を行い、故障発生時の点検及

び軽微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は都度。 

 

22 送・排風機設備 

（１）外観の破損等の有無、異音の有無の確認、運転調整等を行い、故障発生時の点検及

び軽微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 

 

23 排煙機設備 

（１）外観の破損等の有無等を行い、故障発生時の点検及び軽微な故障修理、部品交換も

本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 

 

24 クリーンフィルターユニット 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 

 

25 自動制御機器 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年５回行うこと。 

 

26 中央監視装置 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）メーカー等による点検は行わない。 
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27 中性能フィルター交換作業 

（１）ファンコイルユニット、パッケージ型空調機等で使用している中性能フィルター交

換を行うこと。 

（２）交換回数は年１回とする。 

 

３－（４）給排水衛生設備 

１ 給水設備（受水槽、上水高架水槽、雑用水槽、塩素滅菌装置） 

（１） 給水設備の保守点検、清掃を行う。保守作業に必要な工具・試験器具等はすべて

持参すること。なお，安全確保のため特に高架水槽の点検時には必ずヘルメットを

着用すること。 

（２） 保守点検回数は年１回とする。 

（３） 水槽清掃後はその系統の給水栓及びフラッシュバルブのエア－抜き，フラッシン

グ十分実施すること。 

（４） 保守作業終了後にその設備ごとに水質の検査を行うこと。 

 

２ 給湯設備（貯湯槽、給湯ポンプ、膨張水槽） 

（１）「ボイラー及 び圧力容 器安全規 則 第７３条 の規定に よ る性能検 査を

受けるために必要な整備を行うこと。  

（２）性能検査日を検査機関、整備業者と調整すること。  

（３）保守点検回数は年１回とする。  

（４）受託者は性能検査に立合うものとする。  

 

３ 排水設備（汚水層、雑排水槽） 

（１）バキュームにて槽内の汚泥を汲み取り高圧ジェット洗浄を行なう。 

   槽に入る時は、十分強制排気にて換気を行い、有害ガス検知器にて測定し安全を確

認してから作業を行なうこと。 

（２）清掃終了後は、各槽に殺虫剤及び昆虫成長制御剤を投入すること。 

（３）各排水ポンプの絶縁測定を行なうこと。 

（４）点検、清掃は年 1 回とする。 

 
４ 排水設備（グリストラップ） 

（１）バキュームにて汚泥等を汲み取り、トラップ内の点検、清掃を行う。 

（２）点検、清掃は年５回とする。 

 

５ 医療用排水設備（感染排水、検査排水、人口透析排水処理） 

（１）作業時には感染対策を万全に行うこと。 
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（２）処理に使用する薬液の取り扱いには十分注意し、薬品メーカーの製品安全データシ

ートに従い作業すること。 

（３）点検回数は２週間に１回とする。 

 

３－（５）医療用設備 

１ ＣＥ設備 

（１） 高圧ガス保安法第３５条の２に基づき定期自主検査を行うこと。 

回数は年２回とする。 

 

２ 手術室内余剰麻酔ガス濃度測定 

（１） 手術室内余剰麻酔ガス濃度測定は手術室と日程を調整して行うこと。 

（２） 測定回数は年２回とする。 

 

３－（６）自動扉設備 

（１）メーカーのチェックリストにより定められた点検を行い、故障発生時の点検及び軽

微な故障修理、部品交換も本業務に含むこととする。 

（２）故障の連絡を受けた場合は、速やかに技術員を派遣し必要な措置を行うこと。 

（３）点検回数は年 1 回行うこと。 

 

３－（７）環境衛生管理業務 

１ 空気環境測定 

（１）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）」における空気環境測

定を行うこと。 

（２）測定項目は６項目とする。 

（３）測定回数は年５回とする。 

 

２ 作業環境測定（ホルマリン・キシレン） 

（１）「特定化学物質障害予防規則第３６条」の規定により行うものとする。 

（２）測定作業は作業環境測定法により作業環境測定士が行うこと。 

（３）測定回数は年１回とする。 

 

３ ばい煙測定 

（１）神奈川県生活環境の保全等に関する条例第 27 条及び条例施行規則第 32 条の規定に

基づき実施するものである。 

（２）期間中 2 回（8 月と 2 月）病院本館 B1 に設置してある蒸気ボイラー４台及び吸収式

冷温水発生機 2台のばい煙測定を行うこと。 



3－10 
 

 

４ 水質検査 

（１）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で定められている項目につい

て行うこと。 

（２）排水の水質検査業務については下水道法第 39 条の 2 及び川崎市下水道条例を満たす

ものである。 

（３）その他４－（７）環境衛生管理業務のとおりとする。 

 

５ 害虫駆除 

（１）年度当初に年間実施予定表を提出すること。 

（２）薬剤散布等により蠅、蚊、ゴキブリ、ダニ等の害虫を駆除するものとする。 

（３）実施については病院と協議の上、実施日、時間帯、実施方法、使用薬剤、作業人数

等を明記した実施計画書を事前に提出すること。 

（４）年間実施回数は、年３回とする。 

（５）上記（４）以外でも害虫が発生した場合はその都度、対応すること。 

 

３－（８）植栽管理業務 

１ 草刈業務 

（１）業務範囲は別紙図面のとおりとする。 

（２）実施時期は８月、１０月の年２回とする。ただし、状況に応じて変更することもあ

る。 

 

２ 剪定業務 

（１）業務範囲は別紙図面のとおりとする。 

（２）剪定時期はその樹木に最も適した時期に行うこと。 

（３）地被の雑草は取り除くこと。 

（３）実施回数は年２回とする。 

 

３ 施肥 

   施肥はその時期を逸しないように行うものとし、肥料は最も適したものを使用する

こと。 

４ 薬剤散布 

   薬剤散布はその時期を逸しないように行うこと。 

 

５ 共通事項 

（１）業務の実施にあたり、常に歩行者・通行車両・その他作業範囲に危険、支障のない
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ようにすること。 

（２）敷地境界付近は近隣住民に十分注意し、剪定、除草後の枝、草等はすべて院外搬出

処分とする。 

 


