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１　業務概要

　１－１　目的

　　　本件は、川崎市立川崎病院（以下「病院」という。）に係る物流管理業務（物品管理業務・滅

　　菌消毒業務）について、専門的な知識と技能を有する受託者に委託することにより、適正な管理

　　運営と物流管理業務の効率化を推進し、もって病院の患者サービスのいっそうの向上に寄与する

　　ことを目的とする。

　１－２　履行期間

令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとする。

　１－３　履行場所

川崎市川崎区新川通１２番１号　川崎市立川崎病院

　１－４　受託者が具備すべき基本条件

　　　（１）受託者の条件

　　　　ア　滅菌センターの所有

　　　　　　病院内での設備故障時に安全確保と災害対策としてバックアップ体制がとれるよう、関

　　　　　東地区に滅菌センターを所有し、２ヶ所以上に「国際規格ＩＳＯ９００１：２０００」を

　　　　　認証取得している滅菌センターを所有していること。

　　　　イ　医療関連サービスマークの取得　

　　　　　　医療法第１５条の３第２項に基づき、受託者は厚生労働省令で定める基準を満たすもの

　　　　　の証明として、財団法人医療関連サービス振興会が定める医療関連サービスマークを次の

　　　　　業務で取得していること。

　　　　　(ｱ) 院内滅菌消毒業務

　　　　　(ｲ) 院外滅菌消毒業務

　　　　　(ｳ) 医療機器の保守点検業務

　　　（２）従業員

　　　　ア　受託総括責任者

　　　　　　物品管理業務･滅菌消毒業務･手術助手管理補助業務に精通し､上記業務経験を５年以上

　　　　　経験した者を院内に常時配置し、業務の円滑な運営のため病院と随時協議するとともに、

　　　　イ　受託業務部署責任者

　　　　　(ｱ) 各受託業務部署責任者は受託業務を円滑に行うために５年以上の実務経験を有し、必

　　　　　　要な技術・知識（機器の操作・機器の一時的な保守点検及び故障時の対応方法等）を有

　　　　　　する適正な人員を配置し業務を円滑に実施すること。

　　　　　(ｲ) 滅菌消毒業務従事者にあっては、次に掲げる免許取得者であること。

　　　a 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 １名以上

　　　b 特定化学物質及び四アルキル鉛等取扱作業主任者 １名以上

　　　c 滅菌管理士 １名以上

　　　　ウ　受託総括責任者と各部署責任者にあっては、社員在籍１年以上とすること。

        エ　病院の規模及び受託者の受託業務の範囲を鑑み、「衛生管理者」の有資格者を１名以上

　　　　　配置すること。

　　　　　従業員の労務管理、教育研修、健康管理等の業務にあたらせること。
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　　　（３）業務支援システム

　　　　　受託者は、当該業務遂行に当たり、業務の効率化に寄与する支援システムを導入し、病院

　　　　における診療活動の支援、患者サービスの向上、信頼性の高いデータの蓄積等を目的とする

　　　　「川崎病院総合医療情報システム・ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ」と有機的な連携を図ること。

　　　　ア　システムの整備

　　　　　　システム運用に必要となるハードウェア・ソフトウェアは、受託者がその責任と費用に

　　　　　より病院内に持ち込み、業務を円滑に遂行するものとする。この場合、ハードウェアの所

　　　　　有権及びソフトウェアの使用権は受託者に帰属するものとする。なお、ソフトウェアは、

　　　　　業務を実施する中でのプログラムの変更等については、病院と受託者との協議の上円滑に

　　　　　遂行するものとする。

　　　　　　また、上記の内容に柔軟かつ迅速に対応できるよう、受託者は社内に実務経験豊富なシ

　　　　　ステムエンジニアを有することとする。

　　　　イ　他の情報システムとの連携

　　　　　　下記の情報システムとの連携を図り、業務を円滑に実施するものとする。

　　　　　(ｱ) 多段式自動倉庫及び固定棚に収納される管理対象物品の入庫・在庫・出庫情報を正確

　　　　　　に受入れできるシステムであること。

　　　　　(ｲ) 多段式自動倉庫及び固定棚に収納される管理対象物品のロケーション管理の把握がで

　　　　　　きるシステムであること。

　　　　　(ｳ) 人手及び中型搬送システムによって供給・回収される管理対象物品の入庫・出庫情報

　　　　　　を正確に受入れできるシステムであること。

　　　　ウ　管理対象物品

　　　　　　下記の物品群で、原則として、病院の所定の部署等で購入され、かつ病院で行われる医

　　　　　療またはその関連業務を通じて消耗される物品とする。

　　　　　　管理対象物品は、あらかじめ規定の情報をマスター登録しておき、情報の検索、閲覧が

　　　　　容易に行えることとする。マスター内容の追加、更新、削除については、病院内規定の委

　　　　　員会等でその承認が得られた際に速やかに行えることとする。

　　　　　(ｱ) 購買管理対象物品群

　　　　　　　　診療材料、Ｘ線フィルム、印刷帳票物、日用雑貨・文具類、その他消耗備品類

　　　　　(ｲ) 入庫・在庫・出庫管理対象物品群

　　　　　　　　診療材料、一部の院内作成物品、Ｘ線フィルム、印刷帳票物、日用雑貨・文具類、

　　　　　　　　その他消耗品類

　　　　　(ｳ) 消費管理対象物品群

　　　　　　　　診療材料、印刷帳票物、日用雑貨・文具類、その他消耗品類

　　　　エ　管理項目

　　　　　(ｱ) 購買管理

　　　　　　　a 中央倉庫､中間倉庫及び倉庫内の安全在庫量及び発注点の設定ができること｡

　　　　　　　b 発注情報の作成ができること。

　　　　　　　c 発注データ消し込みによる納品入力処理ができること。

　　　　　　　d 単価契約更新時において、入札業務支援ができること。

　　　　　　　e 以下の帳票が出力できること。

　　　 　　  　(a) 発注関連帳票（業者別発注書、発注警告リスト、発注明細リスト等）

　　　 　　  　(b) 仕入関連帳票（仕入台帳、仕入明細等）

　　　 　　  　(c) 購入統計帳票（仕入報告書、勘定科目別購入実績表、特定保険医療材料購入一

　 　　　　　　　　　　　　      覧表、購入金額ＡＢＣ分析表、値引率表、年間仕入報告書等）
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　　　　　(ｲ) 入庫・在庫管理

　　　　　　　a 在庫管理がリアルタイムにできること。

　　　　　　　b 不良・不動在庫の重点管理ができること。

　　　　　　　c 末端在庫管理形態は、バラ単位方式、袋詰め方式のいずれにも対応できること。

　　　　　　　d 定時、臨時の払出情報の入力処理ができること。

　　　　　　　e 院内各部署へ定時及び臨時に供給を行う物品に貼付されるアリバイカード（バー

　　　　　　    コード）を出力できること。

　　　　　　　f 院内各部署へ定時及び臨時に供給を行う物品の一部に貼付される医事請求ラベル

　　　　　    　を出力できること。

　　　　　　　g アリバイカード（バーコード）の情報の読取りができること。

　　　　　　　h 棚卸し業務の支援ができること。

　　　　　　　i 末端在庫の定数見直し業務支援ができること。

　　　　　　　j 以下の帳票が出力できること。

　　　 　　  　(a) 在庫関連帳票（在庫一覧表、棚卸結果表、品目別末端在庫定数金額表等）

　　　 　　  　(b) 定数関連帳票（定数管理データ集、定数検討リスト等）

　　　　　(ｳ) 出庫・消費管理

　　　　　　　a 部署別、品目別の出庫情報が把握できること。

　　　　　　　b 以下の帳票が出力できること。

　　　 　　  　(a) 在庫関連帳票（品目別請求漏れ状況一覧表等)

　　　 　　  　(b) 出庫関連帳票（院内出庫明細、部署別払出明細表、品目別払出明細表等)

　　　 　　  　(c) 出庫統計帳票（部署別補充表、部署別払出集計表、使用金額ＡＢＣ分析表、

　　　　　　　　　　　　　　     部署別突合一覧表、定数・消費金額バランスシート）

　　　　　(ｴ) その他

　　　　　　　a 以下の帳票が出力できること。

　　　 　　  　(a) マスター関連帳票（物品コード表、定数表、定数払出表、品目別定数配置一

                                     覧表等）

　　　 　　  　(b) 年次統計帳票　　（年間仕入報告書、高額物品年間購入一覧表、品目別年間

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　払出集計表、年間棚卸在庫一覧表、在庫金額推移表等）

　　　 　　  　(c) 月次統計帳票    （出庫状況表、納入状況表、調達請求書等）

　１－５　費用負担区分

　　　　業務に必要な装置・業務場所・休憩室・更衣室は、適正な手続きを経て病院が提供するもの

　　　とし、これに必要な光熱水費は病院が負担する。

　　　　その他、受託者の従業員にかかわる保健衛生費（健康診断、予防接種等）・被服費・各種様

　　　式帳票類・事務用品は受託者の負担とする。

　　　　その他の事項については、病院と受託者との協議のうえ定めるものとする。

　１－６　関係法令の遵守

　　　　受託者は、業務の遂行にあたっては、「労働安全衛生法」及び「医療法」を遵守し、安全か

　　　つ安定な供給を図ること。

　１－７　標準作業書

　　　　第４項に記載の業務内容詳細に関する標準作業書を常備し、従業員に周知すること。
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　１－８　安全の確保及び設備・備品等の破損事故

　　　　受託者は、業務の実施にあたっては事故防止に十分留意し、受託者の責に帰すべき事由によ

　　　る事故に対する一切の責任を負うものとする。また、設備・備品等を破損（または破損を発見

　　　）したときは、ただちに病院に連絡し、適切な処置を講じるものとする。

　１－９　従業員の派遣、代替要員の確保

　　　（１）受託者は、従業員を派遣するにあたり、病院に従業員名簿、経歴書を提出する。従業員

　　　　　に変更があったときも同様とする。

　　　（２）受託者は、受託者の事情によって従業員に欠員が生じることのないよう代替要員の確保

　　　　　等必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行に必要な体制を整備するものとする。

　　　（３）受託者は、従業員に対し業務上必要な教育・研修を行い、業務委託の運営管理に支障を

　　　　　来たさないようにするものとする。

　　　（４）受託者は、従業員に対し業務に適した服装、名札を着用させるものとする。

　　　（５）受託者の従業員について著しく不適当と認められるものがあるときは、病院と受託者と

　　　　　の協議のうえ改善を図るものとする。

　１－１０　目的外使用の禁止

　　　　受託者は、この契約の履行に必要な受託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また

　　　、履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。

　１－１１　記録媒体等の複写及び複製の禁止

　　　　受託者は、契約の履行にあたり、病院に指示された以外の記録媒体等の複写及び複製をして

　　　はならない。

　１－１２　一般注意事項

　　　（１）盗難、火災の発生に注意し、業務終了後の際には火気の始末を確認し不用灯を消灯する

　　　　　とともに、施錠のうえ退室すること。

　　　（２）各業務の実施にあたっては、診療業務等の妨げにならないよう、また、来院者の迷惑と

　　　　　ならないよう注意すること。

　１－１３　感染症に関する衛生管理

　　　　受託者は、業務を遂行する上で、発生し得ると判断された感染症等の防止には万全を期すも

　　　のとし、業務従事者の定期健康診断を受託者の負担において行い、その結果について病院に報

　　　告しなければならない。
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２　物流管理業務対象範囲

　２－１　物流管理業務対象部署

　　　ＳＰＤ部門及び滅菌部門が物品の供給・払出しを行う対象部署は次のとおりとする。

施設区分 部署 SPD 滅菌 施設区分 部署 SPD 滅菌

１Ｆ 薬品 ○ - ４Ｆ 医局 ○ -

診療材料 ○ - 庶務課 ○ -

調剤室 ○ ○ 看護部管理室・師長室 ○ -

救命救急センター ○ ○ 褥瘡対策委員会 ○ -

内科 ○ ○ 新人看護師研修 ○ ○

外科 ○ ○ ＭＡ管理室 ○ -

小児外科 ○ ○ 医療安全管理室 ○ -

脳神経外科 ○ ○ 図書室 ○ -

脳外在宅患者 ○ ○ 電話交換室 ○ -

放射線治療科・核医学室 ○ ○ 病理検査室 ○ ○

放射線診断科・ＭＲＩ ○ - 細胞診室 ○ ○

外来説明室10番 ○ - 検体検査室（ブランチラボ） ○ ○

がん相談支援センター ○ - ５Ｆ 手術室 ○ ○

医事課 ○ - 手術室ＳＰＤ ○ ○

保育室 ○ - 中央器材室 ○ ○

防災センター ○ - 麻酔科 ○ ○

２Ｆ 製剤室 ○ ○ 臨床工学技師室 ○ -

薬品管理室 ○ ○ 放射線診断科カテーテル治療ＩＶＲ室 ○ ○

臨床研究支援室 ○ - ＩＣＵ･ＣＣＵ ○ ○

専門外来 ○ ○ ６Ｆ ＭＥセンター ○ ○

形成外科 ○ ○ 解剖室 ○ -

外来手術室 ○ ○ ７Ｆ ベッドセンター ○ -

眼科 ○ ○ リネンセンター ○ -

耳鼻咽喉科 ○ ○ ８Ｆ 南病棟ＮＳ(小児科) ○ ○

整形外科 ○ ○ 西病棟ＮＳ(ＮＩＣＵ・ＧＣＵ) ○ ○

採血室 ○ ○ 北病棟ＮＳ(産科) ○ ○

歯科･口腔外科 ○ ○ 分娩室 ○ ○

精神･神経科 ○ ○ ９Ｆ 南病棟ＮＳ(救命救急) ○ ○

放射線診断科・Ｘ線室 ○ ○ 西病棟ＮＳ(感染) ○ ○

放射線診断科・ＣＴ室 ○ ○ 北病棟ＮＳ(精神･神経科) ○ ○

血液センター ○ ○ １０Ｆ 南病棟ＮＳ(婦人･整形) ○ ○

３Ｆ 超音波室 ○ ○ 北病棟ＮＳ(整形) ○ ○

細菌検査室 ○ ○ １１Ｆ 南病棟ＮＳ(外科) ○ ○

生理検査 ○ ○ 北病棟ＮＳ(外科) ○ ○

泌尿器科 ○ ○ １２Ｆ 南病棟ＮＳ(脳外･皮膚･放射線) ○ ○

産科・婦人科 ○ ○ 北病棟ＮＳ(耳鼻･眼科･歯科･泌尿器) ○ ○

皮膚科 ○ ○ １３Ｆ 南病棟ＮＳ(内科) ○ ○

小児科 ○ ○ 北病棟ＮＳ(心外･循環器) ○ ○

内視鏡 ○ ○ １４Ｆ 南病棟ＮＳ(内科) ○ ○

リハビリテーション科 ○ ○ 北病棟ＮＳ(内科） ○ ○

外来治療センター ○ ○ 透析室 ○ ○

患者総合サポートセンター ○ - １５Ｆ 食養科・ＮＳＴ部会 ○ -

院内感染対策室 ○ - Ｂ１Ｆ 中央監視室 ○ -

健康診査室 ○ - その他 川崎ＤＭＡＴ ○ ○

外来師長室 ○ - 災害時医療等専門部会 ○ -

2-7



　２－２　物品管理業務対象物品

　　　ＳＰＤ部門が一元的に行う物品管理業務は購買管理、在庫管理、搬送管理、消費管理を

　　主な業務項目とし、その対象となる物品は診療材料（検査用材料も含む）、消耗品類、帳

　　票類滅菌物とする。

材料種 品目数

診療材料・衛生材料 529

(388)

(141)

53

35,287

手術室診療材料・衛生材料 2,270

消耗品類 53

帳票類 119

手術室器材 6,058

手術術式一覧 62

477

40

102

142

370

86

488

1

24

67

148

283

115

手術セット器材 420

病棟外来器材 3,485

内科

脳外科

泌尿器科

皮膚科

婦人科

形成外科

口腔外科

耳鼻科

心臓外科

整形外科

精神科

アンギオ

外科

眼科

ＳＰＤ貯蔵品

（内倉庫内貯蔵品数）

（内SPD災害備蓄品数）

ＥＲＣＰ物品

直送品

手術室ＳＰＤ管理
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３　業務仕様

　３－１　受託業務の内容

　　　（１）物品管理業務（診療材料・印刷物・日用雑貨・事務用消耗品）

　　　　ア　購買管理

　　　　　(ｱ) 安全在庫のための発注点の設定及び見直しと発注情報作成

　　　　　(ｲ) 各種物品のカタログ整理と購入価格決定のための参考資料提出

　　　　　(ｳ) 購買事務の改善と管理帳票の整理

　　　　　(ｴ) 購買物品の検収補助

　　　　　(ｵ) 納品処理に伴う電算入力

　　　　　(ｶ) 購買に伴う各種関連帳票出力

　　　　イ　在庫管理

　　　　　(ｱ) 院内各部署の物品使用実績に基づく定数の設定及び見直し

　　　　　(ｲ) 定数変更に伴う電算入力

　　　　　(ｳ) 定数補充対象物品の使用数チェック、定数払出表への記入と電算入力及び部署別払

　　　　　　　出し

　　　　　(ｴ) 請求補充対象物品の請求伝票回収、部署別払出し及び電算入力

　　　　　(ｵ) 臨時請求物品の受付、払出し及び電算入力

　　　　　(ｶ) 物品マスター管理

　　　　　(ｷ) 在庫管理対象物品の使用期限チェック

　　　　　(ｸ) 院内各部門及び中央倉庫、中間倉庫等における不良・不動在庫物品のリスト作成とそ

　　　　　　　の原因調査

　　　　　(ｹ) 物品ごとの適正発注点の見直しとリスト作成及び発注点管理外物品の管理改善案作成

　　　　　(ｺ) 院内各部門での実地調査に基づく問題点の指摘及び改善案作成

　　　　　(ｻ) 中央倉庫、中間倉庫及び末端部署における棚卸し支援

　　　　　(ｼ) 毎月末の電算処理による棚卸しデータの作成

　　　　ウ　搬送管理

　　　　　(ｱ) 定時・臨時の搬送区分、搬送スケジュールは、別添のとおりとする。

　　　　　(ｲ) 搬送スケジュールの見直しと改善案の作成

　　　　エ　物品管理業務の業務内容詳細

　　　　　業務内容の詳細については、第４項のとおりとする。

　　　（２）滅菌消毒業務（手術室・病棟外来）

　　　　ア　滅菌消毒業務は、５階の中央器材室で行い、使用する器械、設備の明細は別添のとおり

　　　　　とする。

　　　　　　普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び特定化学物質及び四アルキル鉛等取扱

　　　　　作業主任者技能講習を終了した者が、各機器・設備をその用途に応じて操作運転し、常時

　　　　　円滑に使用できるよう洗浄剤、ＥＯＧ等の消耗品管理及び日常点検を行い、異常を発見し

　　　　　た場合は、速やかに病院に連絡し、適切な措置を行うものとする。なお、中央器材室にお

　　　　　いては、次のシステムを採用し、業務の効率化を図ることとしており、委託業務開始にあ

　　　　　たってはその機能を十分に発揮できるよう、従業員に操作手順等をあらかじめ習熟させる

　　　　　こと。　

　　　　　(ｱ) 運転履歴集中管理システム：高圧蒸気滅菌装置（５台）、ウォッシャーディスインフ

　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　ェクター（２台）の運転履歴を管理する。

　　　　　(ｲ) 滅菌器材回収システム：手術室から発生する使用済み器材の入ったコンテナを手術室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　群の外周廊下で回収する。情報表示用ＰＣ、回収依頼スイッ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ板で回収管理を行う。
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　　　　イ　手術室、外来手術室で使用する滅菌消毒対象器材

　　　　　　　手術器械セット、単品器械、衛生材料、容器類、鉗子立、リネン類、その他の依頼滅

　　　　　　菌物

　　　　ウ　病棟・外来で使用する滅菌消毒対象器材

　　　　　　　鉗子立、ガーゼカスト、中材セット、単品器械、容器、その他の依頼滅菌物

　　　　エ　滅菌消毒業務の具体的業務内容

　　　　　　　業務内容の詳細については、後述４のとおりとする。

　　　　オ　中央器材室内における主要な器械設備一覧

　　　　　(ｱ) ウォッシャーディスインフェクター　４６－４ＥＳ（ゲティンゲ） １台

　　　　　(ｲ) ウォッシャーディスインフェクター　４６－５ＥＳ（ゲティンゲ） １台

　　　　　(ｳ) ウォッシャーディスインフェクター ＷＵＳ－３１００Ｈ (サクラ精機) １台

　　　　　(ｴ) ジェット式超音波洗浄装置　ＷＵ－５１００（シャープ） ２台

　　　　　(ｵ) 超音波洗浄装置　ＰＣＦ（モレーン） １台

　　　　　(ｶ) スリッパ洗浄器　ＭＯ－９６００（オカダ） １台

　　　　　(ｷ) ＲＯ水製造装置　ＰＲＯ－０５００－ＳＧ００（ピュアライト） １台

　　　　　(ｸ) 小型高圧蒸気滅菌装置　ＨＳ３３　（ゲティンゲ） １台

　　　　　(ｹ) 高圧蒸気滅菌器　ＨＳ６６１３ＴＤＲ２－ＳＲ－ＵＬ　（ゲティンゲ） ４台

　　　　　(ｺ) ＥＯＧガス滅菌器　（サクラ精機） １台

　　　　　(ｻ) プラズマ滅菌器　（ジョンソン・エンド・ジョンソン） １台

　　　　　(ｼ) 過酸化水素ガス滅菌装置　（キャノン） ２台

　　　　　(ｽ) ヒートシーラー　ＨＭ８５０ＤＣ－Ｖ　（キャノン） ２台

　　　　　(ｾ) ヒートシーラー１０００　（ジョンソン・エンド・ジョンソン） １台

　　　　　(ｿ) ＢＡＧシーラー １台

　　　　　(ﾀ) チューブ乾燥機　ＴＵＫ－５１（サクラ精機） １台

　　　　　(ﾁ) システム乾燥機　ＳＮＫ－１１５２Ｅ（サクラ精機） ２台

　　　　　(ﾂ) ａｉｒ コンプレッサー ２台

　　　　　(ﾃ) 運転履歴集中管理設備 １式

　　　　　(ﾄ) 滅菌器材回収設備（ワゴン・制御用ＰＣ） １式
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　３－２　業務日及び業務時間

　　　（１）業務日　　･･･ 月曜日～金曜日

　　　（２）業務時間　･･･ 午前８時３０分～午後５時００分

　　　　　ただし、①手術室物品管理(ＯＰＳＰＤ)業務②手術室器材滅菌消毒業務③手術室補助業務

　　　　については別途定め、下記のとおりとする。

　　　　　　①午前８時００分～午後５時００分

　　　　　　②午前８時００分～午後９時００分

　　　　　　③午前８時００分～午後５時００分　午前１２時００分～午後９時００分

　　　（３）休日　　　･･･ ①土曜日・日曜日

②国民の祝日に関する法律に規定する休日

③年末年始（１２月２９日～１月３日）

　　　　　ただし、３日連続休業で業務日以外の日に出勤を要請する場合及び業務時間を延長する場

　　　　合は、病院と受託者にて別途協議する。

　３－３　業務計画書の提出及び承認

　　　　受託者は、本業務の実施にあたって業務計画書を速やかに提出し、病院と協議を行い、その

　　　承認を受けるものとする。

　３－４　業務従事者の配置計画表等の提出

　　　　受託者は、毎月の業務従事者の配置計画表を、前月の２５日までに病院に提出しなければな

　　　らない。

　３－５　消防訓練等への参加

　　　　受託者は、病院が実施する消防訓練、その他病院の管理運営上必要な事業については協議の

　　　うえ、これに参加するものとする。
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４　業務仕様明細

４－１　診療材料等物品管理（ＳＰＤ）業務明細書

４－１－１　基本業務（搬送スケジュール）
　　 定時・臨時の搬送区分，搬送スケジュールは，以下のとおりである

月 火 水 木 金

病棟:午前

外来:午後

臨時品 午後 午後 午後 午後 午後

４－１－２　業務内容詳細
（１）管理対象品目及び品目数

１　診療材料・衛生材料類（以下「診材・診療材料」）

529 品目

35,992 品目

２　消耗品類 53 品目

３　帳票類 119 品目

（２）管理対象品目の払出し時のカード名及び伝票名

ＳＰＤ貯蔵品かつ部署別定数設定されている材料に貼付

直送品材料に納入業者が貼付

材料請求の際必要な伝票（全てに使用）

ＡＣ設定外部署・消耗品類・帳票類請求用

対象物品 部署名 定時貯蔵品及び臨時品 直送品類

ＡＣまたは青伝 ＦＣまたは青伝

上記以外の部署 物品請求書または青伝 ＦＣまたは青伝

消耗品類 全部署 物品請求書または青伝 青伝

帳票類 全部署 物品請求書または青伝 青伝

（３）診療材料－ＳＰＤ貯蔵品の払出し（定時払出し材料）

　　・ ＡＣ回収及び払出し日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

１日２回 １日２回 １日２回 １日２回 １日２回

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

ＥＲ（1階救命救急ｾﾝﾀｰ）

各外来

調剤室・製剤室 材料必要時薬剤部の先生がＳＰＤへＡＣ提出

９階病棟（北・南）

１０階病棟（北・南）

１１階病棟（北・南）

１２階病棟（北・南）

１３階病棟（北・南）

１４階病棟（北・南）・透析室

払出部署名

手術室

ＩＣＵ･ＣＣＵ

８階病棟（北・南）

８階分娩室

８階ＮＩＣＵ

　発注点管理外物品（直送品等）

　　アクションカード（以下「ＡＣ」）

　　ファックスカード（以下「ＦＣ」）

　　物品交付請求書（以下「青伝」）

物品請求書(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付請求書)

診材
手術室・各病棟・ＥＲ・各外来・調剤室・製剤室

定時品 午前中 午前中 午前中 午前中

　発注点管理物品（ＳＰＤ貯蔵品・災害備蓄含）
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　　・ ＡＣ回収・払出し内容

実施部署 内容（ＳＰＤ）

部署 ①部署別に各材料の定数を設定

ＳＰＤ ②部署別にＡＣを作成

ＳＰＤ ③各材料に定数分のＡＣを貼付

部署 ④材料使用の際ＡＣを剥がし回収ＢＯＸに投函

ＳＰＤ ⑤定時にＡＣを回収

ＳＰＤ ⑥回収したＡＣを、ＳＰＤ払出し分と中材払出し分とに仕分ける

ＳＰＤ ⑦ＳＰＤ払出し分のＡＣ読込（部署別）

ＳＰＤ ⑧ピッキングリスト発行（部署別）

ＳＰＤ ⑨材料ピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑩搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑪ダブルチェック

ＳＰＤ ⑫中型搬送機にて各部署に送信

　※搬送トレーに積載できない材料については手搬送

部署 ⑬部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑭材料受領者がピッキングリストに受領印押印

部署 ⑮受領印押印後ピッキングリストをＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑯受領印押印済ピッキングリストをＳＰＤにて規定期間保管

実施部署 内容（中材分）

ＳＰＤ ①中材払出し分のＡＣ読込（部署別）

ＳＰＤ ②ピッキングリスト発行（部署別）

ＳＰＤ ③ＡＣとピッキングリストをセットにして、中材へ中型搬送機で搬送

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

中材 ④材料ピッキング・ダブルチェック（部署別）

中材 ⑤中型搬送機・または手搬送にて各部署に払出し

部署 ⑥部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑦材料受領者がピッキングリストに受領印押印

部署 ⑧受領印押印後ピッキングリストをＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑨受領印押印済ピッキングリストをＳＰＤにて規定期間保管
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　　・　ＡＣ運用外部署・・・物品請求書（バーコード付請求書）払出対象部署

　　　イ 物品請求書提出日－部署（下記○印参照）

月 火 水 木 金

伝票提出日 ○ ○ ○

　　　ロ 払出し日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

払出し日 ○

　　　ハ 払出し内容

実施部署 内容

部署 ①必要数を物品請求書に記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③庶務課内ＳＰＤ所定棚から各部署より提出された物品請求書回収

ＳＰＤ ④払出し情報入力

ＳＰＤ ⑤請求材料ピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑥搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑦ダブルチェック

ＳＰＤ ⑧中型搬送機にて各部署に搬送

　※搬送トレーに積載できない材料または部署については手搬送

部署 ⑨部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑩材料受領者が物品請求書に受領印押印

部署 ⑪受領印押印後物品請求書をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑫受領印押印済物品請求書をＳＰＤにて規定期間保管
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（４）診療材料－ＳＰＤ貯蔵品の臨時払出し

対象部署 請求方法 実施部署 払出し方法

ＡＣ設定部署のみ ＡＣ 部署 ①臨時請求材料のＡＣをＳＰＤに持参

ＳＰＤ ②ＡＣ読込

ＳＰＤ ③ピッキングリスト発行

ＳＰＤ ④材料ピッキング

ＳＰＤ ⑤搬送トレイに収納または直接払出し

　　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく　

ＳＰＤ ⑥ダブルチェック

ＳＰＤ ⑦規定時間に搬送機にて搬送。

部署 ⑧部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑨材料受領者が物品請求書に受領印押印

部署 ⑩受領印押印後物品請求書をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑪受領印押印済物品請求書をＳＰＤにて規定期間保管

対象部署 請求方法 実施部署 払出し方法

全部署 青伝 部署 ①青伝に臨時請求材料と請求数を記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③払出し情報入力

ＳＰＤ ④ＳＰＤにて請求材料ピッキング

ＳＰＤ ⑤搬送トレイに収納

　　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑥ダブルチェック

ＳＰＤ ⑦規定時間に各部署に送信

　　※搬送設備のない部署は電話連絡

部署 ⑧部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑨材料受領者が青伝に受領印押印

部署 ⑩受領印押印後の青伝をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑪受領印押印済青伝をＳＰＤにて規定期間保管
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（５）診療材料－発注及び入荷処理

　　　・ ＳＰＤ貯蔵品

実施部署 内容

ＳＰＤ ①診療材料管理システムの自動発注画面を開く

ＳＰＤ ②注文内容・注文数の確認

ＳＰＤ ③業者別注文書出力（※曜日指定の注文材料あり）

ＳＰＤ ④業者別発注明細リストを発行しファイルに閉じる

ＳＰＤ ⑤規定の「発注依頼書」に日付を記入し、ＳＰＤ欄に発注者が押印し注文書の先頭に添付

ＳＰＤ ⑥注文書を経理係に提出（発注依頼）

経理係 ⑦経理係から各業者に注文書をファックス

納品業者 ⑧ファックス受信後納品材料準備

納品業者 ⑨材料と納品書をＳＰＤに直接持参

ＳＰＤ ⑩納品材料検収（納品書と受領書にＳＰＤ検品印押印）

　※納品書には受領者の印も押印もする

ＳＰＤ ⑪特定保険医療材料にはチャージラベルを貼付

ＳＰＤ ⑫棚に収納

ＳＰＤ ⑬注文書・発注明細リストをもとに入荷処理

　※納品数・金額等確認

ＳＰＤ ⑭翌日、入荷処理済み納品書を経理係に提出
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　　　・ 直送品（ＳＰＤから発注書が出力されたもの）

実施部署 内容

部署 ①直送品請求（ＦＣまたは青伝）

ＳＰＤ ②請求材料確認・入力（略称・業者名・請求数・災害備蓄等）

ＳＰＤ ③当日１６時までに「直送品発注伺い（以下「発注伺い」）」を２部出力し、１部は規定

　 　の「発注依頼書」に注文日・発注伺いの枚数を記入し、出力者印を押印し看護部に提出

　する。残り１部はＳＰＤにて保管しておく。

看護部 ④「発注伺い」の内容確認後「発注依頼書」の看護部欄に決裁印を押印し、庶務課内ＳＰ

　Ｄ所定棚に投函

ＳＰＤ ⑤翌日朝、庶務課内ＳＰＤ所定棚に「発注伺い」を取りに行く

ＳＰＤ ⑥「発注依頼書」に看護部の決裁印押印確認後、注文書とＦＣを出力する

　※災害備蓄品にはＦＣに「災害備蓄」印を押印する

ＳＰＤ ⑦特定保険医療材料がある場合はチャージラベルも出力する

ＳＰＤ ⑧発注依頼書の添付されていない「発注伺い」に、「青伝」・「チャージラベル」の順で

　で業者毎にまとめる。「注文書」・「ＦＣ」の順で業者毎にまとめる

　※至急・連絡済みの有無等あれば、注文書備考欄に記載する

ＳＰＤ ⑨「発注依頼書」の貼付された発注伺いも含めて上記⑧全てを経理係に提出する（直送品

　発注依頼）

経理係 ⑩注文業者に「注文書」と「ＦＣ」をファックスする

納品業者 ⑪ファックス受信後納品材料を準備し、ファックスされたＦＣを材料に貼付し、経理担当

　者の所に行く

経理係 ⑫納品業者の持参した納品書と「発注伺い」をまとめ、チャージラベルのある場合は業者

　に渡す

　※チャージラベルはその場で業者が材料に貼付する

納品業者 ⑬各部署に直接納品に行き、「発注伺い」の受領印欄に受領者の印をもらう

納品業者 ⑭納品終了後、ＳＰＤに納品書類を持参する

ＳＰＤ ⑮「発注伺い」に各部署の受領印押印を確認後、納品書類を預かる

ＳＰＤ ⑯納品書類を確認後（納品材料・数量・金額等）、入荷処理を行う

　※納品書と発注伺いに記載された内容に誤りがある場合は経理係へ戻す

ＳＰＤ ⑰翌日、入力済み納品書を経理係に提出する
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　　　・ 直送品（経理から発注された物・手術室インプラント類等ＳＰＤから発注されていないもの）

実施部署 内容

経理 ①各部署から提出された青伝・インプラント書類等に業者の納品書を付け合せし、庶務課

　内ＳＰＤ所定棚に投函する

ＳＰＤ ②庶務課ＳＰＤ所定棚に入っている各種納品書類をＳＰＤに持ち帰る

ＳＰＤ ③納品書に記載されている材料が管理ＰＣの材料マスタにあるか確認する。材料マスタに

　 　ある場合は、業者名・納入価格等を確認し、マスタと納品書の内容が違う場合は、添付

　されている見積書をもとにマスタを修正する。納品書と材料マスタが合致した時点で、

　納品書の空欄に病院略称を鉛筆で記入する。納品書記載材料が材料マスタに無い場合は

　ウェッブメディエを使用して該当物品を検索し、材料マスタへの新規登録を行う。この

　際、特定保険医療材料の場合は、医事コード（内部コード）・保険請求名称等も登録す

　る。登録された時点で、納品書の空欄に病院略称を鉛筆で記入する。ウェッブメディエ

　に無い場合は、カタログ・業者からの聞き取り等で入力内容を確認し、自身でマスタを

　作成する。

ＳＰＤ ④管理ＰＣの「未発注材料入荷」で、③の納品書の入力業務を行う。

ＳＰＤ ⑤未発注入荷処理の終了した納品書をまとめて、経理担当者ファイルに保管する。

ＳＰＤ ⑥翌日朝、経理担当者に入力済み納品書を提出する。

　　　・ 直送品（酸素ガス類－ＳＰＤから発注されていないもの）

実施部署 内容

経理 ①酸素ガス費として調達を出しているもの全てに、納入場所を赤ボールペンで記入し、庶

　務課内ＳＰＤ所定棚に投函する

ＳＰＤ ②庶務課ＳＰＤ所定棚に入っている酸素ガス費調達執行書をＳＰＤに持ち帰る

ＳＰＤ ③酸素ガス費調達執行書に記載されている内容を、管理ＰＣの材料マスタから検索し、空

　 　欄に病院略称を鉛筆で記入する

ＳＰＤ ④全ての略称検索終了後、管理ＰＣの「未発注材料入荷」で入荷処理を行う。通常処理日

　 　は「入力日」であるが、酸素ガス費に関しては「前月末日」に変更し処理を行う。

ＳＰＤ ⑤上記④処理終了後、１ＦＳＰＤデータ及び５Ｆ手術室ＳＰＤデータの集計データ（前月

　分）をエクセルに変換する

ＳＰＤ ⑥変換後のデータを、種別別・契約別で金額のみ集計し、前月の調達金額の割合表を作成

　（当月の医療材料等委員会で使用）する

ＳＰＤ ⑦入力された酸素ガス費執行書及び上記⑥で作成した表をまとめて、翌日経理担当者へ提

　出する

ＳＰＤ ⑧上記④処理終了後、１ＦＳＰＤデータ及び５Ｆ手術室ＳＰＤデータのベンチマーク用集

　計データ（前月分）をエクセルに変換し、経理担当者にメールで送付する
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（６）診療材料－月次処理（月末に経理係担当者等へ提出するもの）
　【診療材料等調達請求書】
　　　「診療材料等調達請求書」とは、毎月１５日と月末との２回にわたり、当該期間に業者から購入し、Ｓ
　　　ＰＤにて入荷処理の行われた材料を一覧にして経理係に提出するものである。

　　　①　提出方法
　　　　　　毎月２回、１階ＳＰＤ分と、５階手術室ＳＰＤデータをエクセルに変換し、１５日締め分を１６
　　　　　日に、月末締め分を翌月初めに、経理係担当者にメールで送付する。

　　　②　分類
　　　　　　業者別に以下の区分で分類し改ページを行うこと
　　　　　　　a フィルム材料
　　　　　　　b 診療材料
　　　　　　　c 診療消耗品（貯）
　　　　　　　d 診療消耗品（直）
　　　　　　　e 酸素ガス費等
　　　　　　　f 単価契約
　　　　　　　g 随意契約

　　　③　掲載内容
　　　　　　以下の順を横並びに出力すること（書式は横書き）
　　　　　　　a 略称
　　　　　　　b 材料名
　　　　　　　c 規格
　　　　　　　d 商品コード
　　　　　　　e メーカ名
　　　　　　　f 入荷数（当該期間の合計数）
　　　　　　　g 包装形態
　　　　　　　h 単位
　　　　　　　I 単価（※但し同一材料で金額の違うものは２行以上で出力すること）
　　　　　　　j 入荷金額（当該期間の合計金額数）
　　　　　　　k 用途
　　　　　　　l メディエコード

　　　④　提出部署
　　　　　　１階ＳＰＤ・５階手術室ＳＰＤ

　【処理月の最新材料マスタ】
　　　①　提出方法
　　　　　　毎月１回、１階ＳＰＤの最新の材料マスタをエクセルに変換して、月末提出用フォームに加工し
　　　　　経理係担当者へＣＤにコピーして提出する。

　【棚卸結果リスト（後述（７）参照）】

　【ＯＰＳＰＤ棚卸結果リスト】
　　　①　提出方法
　　　　　　毎月１回、５階手術室ＳＰＤ棚卸確定後のデータをエクセルに変換して、経理係担当者へＣＤに
　　　　　コピーして提出する。
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　【部署別廃棄金額材料表及び集計表】

　　　①　作成・提出方法

　　　　　　部署内で滅菌及び使用期限の切れた材料がＳＰＤに送られてくるので、部署別に廃棄材料・数量

　　　　　・金額等を集計した物をエクセルで作成し、経理担当者・副看護部長へメールにて提出する。

　【ＳＰＤ材料マスタ保険材料一覧表－提出先：医事課担当者】

　　　①　作成・提出方法

　　　　　　毎月月末に、全マスタの中から、保険適用品のみを抜粋し、エクセルデータとしてＣＤに

　　　　　保存し、翌月月初に医事課担当者へ渡す。

　【ＳＰＤ材料マスタ全データ－提出先：手術キット管理業者】

　　　①　作成・提出方法

　　　　　　毎月月末に、全マスタのエクセルデータにして、ＣＤに保存し、翌月月初に、手術キット管

　　　　　理業者に渡す。

（７）診療材料－棚卸実施及び棚卸結果リスト提出

　　　　月末１回必ず棚卸を行い、在庫数の確定を実施すること。実施後「棚卸結果リスト」を出力し、翌月

　　　初めに経理係担当者に提出すること。

　　　①　提出方法

　　　　毎月１回、業務終了後「棚卸結果リスト」を月末日にて出力し、翌月初めに、経理係担当者に提出す

　　　る。

　　　②　分類

　　　　　以下の区分で分類し改ページを行うこと

　　　　　　a 診療材料

　　　　　　b 診療消耗品（貯）

　　　　　　c 診療消耗品（直）

　　　③　掲載内容

　　　　　以下の順を横並びに出力すること（書式は横書き）

　　　　　　a 略称

　　　　　　b 材料名

　　　　　　c 規格

　　　　　　d 商品コード

　　　　　　e 包装形態

　　　　　　f 払出単価

　　　　　　g 棚卸結果数（数量と単位）（※但し同一材料で金額の違うものは２行以上で出力すること）

　　　　　　h 購入単位（棚卸結果数を包装形態で割った数量と単位）

　　　　　　i 在庫金額

（８）診療材料－その他の業務
　　　①　定数設定（アクションカード作成）

　　　　を各部署にて記入し、看護部に提出され、看護部の決裁を得た材料に関してアクションカードを作成

　　　　し運用される。

　　　　　各部署設定定数の新規設定・変更・削除等がある場合は「定数変更・アクションカード紛失届け」
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　　　②　各種委員会へのオブザーバーとしての出席

　　　　　ＳＰＤ診材では以下の委員会・部会にオブザーバーとして出席している。

　　　　　　a 医療材料等委員会（毎月最終金曜日開催）

　　　　　　　　当該委員会で使用される資料作成の為、払出実績・在庫状況・定数設定状況等の資料を作成

　　　　　　　　すること。経理係から要請された場合は速やかに提出すること。

　　　　　　b 物流運営委員会（不定期開催）

　　　　　　　　各種搬送システムについての委員会であり、異常発生発見や状況報告等行う。

　　　　　　c 災害時医療等専門部会（毎月第２木曜日開催）

　　　　　　　　災害時に必要な資器材を、所定の場所に搬送し、追加等あれば随時各エリアへの必要物資を

　　　　　　　　準備して、搬送する。

　　　　　　※ＥＲ用災害備蓄は、経理係とＳＰＤとで管理している。備蓄している材料の滅菌有効期限に

　　　　　　　注意しながら、期限の近いものは、ＥＲ又は他部署からの請求時に払出しを実施し、補充依頼

　　　　　　　書を作成し業者にＦＡＸする。補充分が納品されたら所定のＦＣを貼付し、チャージラベル必

　　　　　　　要物品にはチャージラベルも貼付して、規定場所に補充する。

　　　③　データ管理及び各種依頼資料作成

　　　　　　各部署から依頼された資料類は、作成後速やかに依頼主に提出すること。

　　　　　　　a 払出先別各種資料

　　　　　　　b 材料別各種資料

　　　　　　　c 年間購入上位別各種資料

　　　　　　　d 業者別購入関係各種資料

　　　　　　　e 特定保険医療材料別各種資料

　　　　　　　f 用途別各種資料

　　　　　　　g 委員会・部会別各種資料

　　　　　　　h 調達関連各種資料

　　　④　新規材料試用時のサンプル依頼

　　　　　　従来品より高品質・安価等新規材料試用時のサンプルを各メーカーに依頼する。当該材料採用後

　　　　　の購入費削減の効果などの資料作成も行う。

　　　⑤　管理材料の添付文章収集及び保管

　　　　　　各材料に添付されている「添付文章」を材料別に収集及び保管し、必要時に各部署に配付するこ

　　　　　と。

　　　⑥　年度末棚卸し業務支援

　　　　　　毎年年度末（３月）に、病院局職員が、ＳＰＤ在庫品（貯蔵品）を計測する棚卸し業務がある為

　　　　　事前に管理材料に棚番を振り、経理作成の棚卸し表に棚番を入力して経理担当者に提出する（災害

　　　　　備蓄倉庫分含む）。

　　　⑦　材料マスタ管理

　　　　　　各材料ごとに設定しなければいけない項目

　　　　　　　a 種別（1:ﾌｨﾙﾑ材料 2:診療材料 3:診療消耗品(貯) 4:診療消耗品(直) 5:酸素ｶﾞｽ費等

　　　　　　　　　　※種別2及び3については、庶務課経理係と要相談

　　　　　　　b 契約区分（単価契約・随意契約）

　　　　　　　c 課税区分（課税・非課税）

　　　　　　　d 納入業者・価格履歴管理（納入業者及び納入価格変更時上書きではなく履歴管理を実施）

　　　　　　　e 保険区分（区分・医事コード・償還価格・保険請求名称）
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（９）消耗品類－ＳＰＤ貯蔵品の払出し（定時払い出し材料）・・・全部署対象

　　・ 物品請求書（バーコード付請求書）回収日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

伝票回収日 ○ ○ ○

　　・ 払出し日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

払出し日 ○ ○ ○

　※基本的には毎週水曜日払出し。特定部署のみ月曜日から順次払出し。

　（特定部署：手術室・ＩＣＵ・８階ＮＩＣＵ・９Ｓ・１１Ｎ・１２Ｎ・１３Ｎ・１４Ｓ）

　　・ 払出し内容

実施部署 内容

部署 ①必要数を物品請求書に記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③庶務課内ＳＰＤ所定棚から各部署より提出された物品請求書を回収

ＳＰＤ ④管理システムにて請求数を入力

ＳＰＤ ⑤請求材料のピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑥搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑦ダブルチェック

ＳＰＤ ⑧中型搬送機にて各部署に搬送

　※搬送システムのない部署については手搬送又は電話での引取依頼

　※特定部署は準備完了次第順次払出し

部署 ⑨部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑩材料受領者が物品請求書に受領印押印

部署 ⑪受領印押印後物品請求書をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑫受領印押印済物品請求書をＳＰＤにて規定期間保管

4-1-22



（１０）消耗品類－ＳＰＤ貯蔵品の臨時払出し・・・随時全部署対象

実施部署 内容

部署 ①必要数を青伝に記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③庶務課内ＳＰＤ所定棚から、各部署より提出された青伝回収

ＳＰＤ ④管理システムにて払出し情報入力

ＳＰＤ ⑤請求材料ピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑥搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑦ダブルチェック

ＳＰＤ ⑧中型搬送機にて各部署に搬送

　※搬送システムのない部署については手搬送

部署 ⑨部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑩材料受領者が青伝に受領印押印

部署 ⑪受領印押印後青伝をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑫受領印押印済青伝をＳＰＤにて規定期間保管
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（１１）消耗品類－ＳＰＤ貯蔵品の発注及び入荷処理

実施部署 内容

ＳＰＤ ①臨時払出し情報等全て入力

ＳＰＤ ②管理システムの自動発注画面を開く

ＳＰＤ ③注文内容・注文数の確認

ＳＰＤ ④業者別注文書出力

ＳＰＤ ⑤業者別発注明細リストを発行しファイルに閉じる

ＳＰＤ ⑥注文書を経理係に提出（発注依頼）

納品業者 ⑦材料をＳＰＤに直接持参

ＳＰＤ ⑧納品材料検収（納品書と受領書にＳＰＤの受領印押印）

　※納品書には受領者の印も押印する

ＳＰＤ ⑨棚に収納・納品数の多い材料は自動倉庫に入庫

ＳＰＤ ⑩発注明細リストをもとに入荷処理

ＳＰＤ ⑪翌日、入荷処理済み納品書を経理係に提出
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（１２）消耗品類－棚卸実施及び棚卸結果リスト提出

　　　　　月末１回必ず棚卸を行い、在庫数の確定を実施すること。実施後「棚卸結果リスト」を出力し、

　　　　翌月初めに経理係に提出すること。

　　　①　提出方法

　　　　　毎月１回、棚卸終了後「棚卸結果リスト」を月末日にて出力し、翌月初めに、経理係にエクセル

　　　　ファイルをメールにて提出する。

　　　②　掲載内容

　　　　　以下の順を横並びに出力すること（書式は横書き）

　　　　　　a 種別

　　　　　　b 種別名

　　　　　　c 略称

　　　　　　d 材料名

　　　　　　e 規格サイズ

　　　　　　f 商品コード

　　　　　　g 包装

　　　　　　h ロケーション

　　　　　　i 払出単価

　　　　　　j 在庫数量（※但し同一材料で金額の違うものは２行以上で出力すること）

　　　　　　k 払出単位

　　　　　　l 在庫金額

　　　　　　m 購入在庫

　　　　　　n 購入単位

　　　　　　o 確定日

　　　　　　p 登録日

　　　　　　q 登録順

（１３）消耗品類－その他の業務

　　　①　データ管理及び各種依頼資料作成

　　　　　各部署から依頼された資料類は、作成後速やかに依頼主に提出すること。

　　　　　　a 払出先別各種資料

　　　　　　b 材料別各種資料

　　　　　　c 年間購入上位別各種資料

　　　②　年度末棚卸し業務支援

　　　　　　毎年年度末（３月）に、病院局職員が、ＳＰＤ在庫品（貯蔵品）を計測する棚卸し業務がある為

　　　　　事前に管理材料に棚番を振り、経理作成の棚卸し表に棚番を入力して経理担当者に提出する。
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（１４）帳票類－ＳＰＤ貯蔵品の払出し（定時払い出し材料）・・・全部署対象

　　・ 物品請求書（バーコード付請求書）回収日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

伝票回収日 ○ ○ ○

　　・ 払出し日（下記○印参照）

月 火 水 木 金

払出し日 ○ ○ ○

　※基本的には毎週水曜日払出し。特定部署のみ月曜日から順次払出し。

　（特定部署：手術室・ＩＣＵ・８階ＮＩＣＵ・９Ｓ・１１Ｎ・１２Ｎ・１３Ｎ・１４Ｓ）

　　・ 払出し内容･･･消耗品類と共に準備する

実施部署 内容

部署 ①必要数を物品請求書に記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③庶務課内ＳＰＤ所定棚から各部署より提出された物品請求書回収

ＳＰＤ ④管理システムにて請求数を入力

ＳＰＤ ⑤請求材料のピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑥搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑦ダブルチェック

ＳＰＤ ⑧中型搬送機にて各部署に搬送

　※搬送システムのない部署については手搬送又は電話での引取依頼

　※特定部署は準備完了次第順次払出し

部署 ⑨部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑩材料受領者が物品請求書に受領印押印

部署 ⑪受領印押印後物品請求書をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑫受領印押印済物品請求書をＳＰＤにて規定期間保管
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（１５）帳票類－ＳＰＤ貯蔵品の臨時払出し・・・随時全部署対象

実施部署 内容

部署 ①必要数を青伝に記入

部署 ②各所属長に提出（決裁印押印の為）

ＳＰＤ ③庶務課内ＳＰＤ所定棚から各部署より提出された青伝回収

ＳＰＤ ④管理システムにて払出し情報入力

ＳＰＤ ⑤請求材料ピッキング（部署別）

ＳＰＤ ⑥搬送用トレイに収納（部署別）

　※トレイ収納後トレイ番号を控えておく

ＳＰＤ ⑦ダブルチェック

ＳＰＤ ⑧中型搬送機にて各部署に搬送

　※搬送システムのない部署については手搬送

部署 ⑨部署にて請求内容と材料の確認

部署 ⑩材料受領者が青伝に受領印押印

部署 ⑪受領印押印後青伝をＳＰＤに返却

ＳＰＤ ⑫受領印押印済青伝をＳＰＤにて規定期間保管

4-1-27



（１６）帳票類－ＳＰＤ貯蔵品の印刷依頼及び入荷処理

　　・　外注印刷物の印刷依頼と入荷処理･･･外注印刷依頼は帳票委員会(不定期開催)の１週間前に提出

実施部署 内容

ＳＰＤ ①自動発注画面に掲載されている印刷物の内容を印刷する

ＳＰＤ ②既に印刷依頼のされている印刷物は省く

ＳＰＤ ③印刷依頼する帳票の払出し実績（半年分月平均払出し数）を確認する

ＳＰＤ ④月平均払出し数を３倍し、現在の在庫数と比較する

　※印刷物入荷までに３ヶ月以上かかる為

ＳＰＤ ⑤月平均払出し数が在庫数量を上回っていた帳票のみ印刷依頼する

ＳＰＤ ⑥印刷依頼する帳票の半年間の払出実績推移表（月平均値が掲載されているも

の）を出力する

ＳＰＤ ⑦以下の内容を青伝に記入する

　a 請求日（印刷依頼提出日）

　b 請求者名（捺印）

　c 印刷依頼帳票名

　d ３ヶ月の払出し平均数

　e ＳＰＤ内の残数

　f 前回購入実績（納入日・納入数・納入業者名・納入単価）

ＳＰＤ ⑧以下の順にしてクリップでまとめる

　a 上記内容記載後の青伝

　b 上記で出力した材料別消費実績推移表

　c 印刷依頼帳票原紙（１枚）

ＳＰＤ ⑨翌日、経理係に印刷依頼として提出

納品業者 ⑩印刷物をＳＰＤに直接納品

ＳＰＤ ⑪納品材料検収（納品書と受領書にＳＰＤの受領印押印）

ＳＰＤ ⑫管理単位数に帯をして棚に収納・納品数の多い材料は自動倉庫に入庫

ＳＰＤ ⑬印刷依頼リストをもとに入荷処理

ＳＰＤ ⑭翌日、入荷処理済み納品書を経理係に提出

　業者名と納入価格変更後入荷処理。入荷処理後は「帳票類」にもどす
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　　・　院内印刷物の印刷依頼と入荷処理･･･院内印刷依頼は随時提出可能

実施部署 内容

ＳＰＤ ①自動発注画面に掲載されている院内印刷物の内容を確認する

ＳＰＤ ②既に印刷依頼のされている印刷物は省く

ＳＰＤ ③以下の内容を青伝に記入する

　a 請求日（印刷依頼提出日）

　b 請求者名（捺印）

　 　c 院内印刷依頼帳票名

　d 印刷依頼枚数

ＳＰＤ ④物品請求書の印刷依頼時は、使用ソフトから原紙を出力し青伝に添付する

それ以外の院内印刷依頼は経理係に原紙があるので青伝のみ提出する

ＳＰＤ ⑤当日、経理係に院内印刷依頼として提出

経理係 ⑥院内にて印刷後庶務課入り口に置く

ＳＰＤ ⑦庶務課入り口まで完成印刷物を取りに行き、記入した青伝もＳＰＤに持ち帰

る

ＳＰＤ ⑧管理単位数に帯をして納品数量を確認後棚に収納

　※納品数量を青伝に赤ボールペンで記入し受領印を押印する

ＳＰＤ ⑨青伝をもとに入荷処理を行う

ＳＰＤ ⑩翌日、入荷処理済み青伝を経理係に提出
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４－２　手術室物品管理（ＯＰＳＰＤ）業務明細書

４－２－１　業務内容詳細
（１）管理対象品目及び品目数

2,305 品目
193 品目
24 品目

（２）管理対象品目の払出し及び請求時のカード名及び伝票名

ＯＰＳＰＤ在庫品用カード

１階ＳＰＤ貯蔵品用カード(以下｢1F用AC｣)
保管庫・保管棚・各カート類チェック用
直送品材料用
材料請求の際必要な伝票（全てに使用）
消耗品類・帳票類請求用

（３）管理対象場所及び運用方法
　　　・ＯＰＳＰＤ管理対象場所・・・全６８箇所

払出先名 詳細内容 合計
手術室 手術室全体・手術室№１～１１ 12

1

その他 24

麻酔カート 各手術室内麻酔カート№１～１１ 11

その他
カート

20

1

　　　・ＯＰ用ＡＣ回収・補充方法
実施部署 内容

手術室 ①材料使用の際ＡＣを剥がし回収ＢＯＸに投函

ＯＰＳＰＤ ②定時にＡＣを回収

ＯＰＳＰＤ ③部屋ごとにＡＣをわける

ＯＰＳＰＤ ④手術室物品管理システムにてＡＣ読込（部屋別）

ＯＰＳＰＤ ⑤ピッキングリスト発行（部屋別）

ＯＰＳＰＤ ⑥材料ピッキング（部屋別）

ＯＰＳＰＤ ⑦他者にてダブルチェック

ＯＰＳＰＤ ⑧午前２回・午後１回、各部屋へ補充（入室禁止以外の部屋）

ＯＰＳＰＤ ⑨補充済ピッキングリストをＯＰＳＰＤにて直近１ヶ月分保管・１階ＳＰＤにて

１ＦＳＰＤ 過去５年分を保管

 外来手術室

既滅菌器材保管庫・麻酔器材保管庫・可動器材保管庫（２）・薬品保
管棚・薬品冷蔵庫・コントロール室・血液ガス分析室・麻酔医控室・
電気メス台（６）・ＩＣＵ通路・針糸ファイル（４）・超音波器械
台・職員出入口棚・検体処理室・麻酔庫内心電図台

カイザー用カート（２）・外カート（６）・オートスーチャーカート
(青)・トラカールカート・眼科カート・ラパロカート・血管カート・
肺外カート・外科カート・小児カート・  ラテックスフリーカート・
整形カート・ベビーカート（２）

放射線診断科カテーテル治療ＩＶＲ室

ＯＰＳＰＤ用アクションカード
（以下「ＯＰ用ＡＣ」）

１ＦＳＰＤ用アクションカード
残数チェック表各種

ファックスカード（以下「ＦＣ」）
物品交付請求書（以下「青伝」）
物品請求書(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付請求書)

診療材料・衛生材料類 分類 品目数
発注点管理物品 ①　手術室ＳＰＤ(以下｢OPSPD｣)管理品

発注点管理外物品
①　１ＦＳＰＤ貯蔵品
②　直送品
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　　　・１Ｆ用ＡＣ回収・搬送・補充方法
実施部署 内容

手術室 ①材料使用の際ＡＣを剥がし回収ＢＯＸに投函

ＯＰＳＰＤ ②定時にＡＣを回収

ＯＰＳＰＤ ③部屋ごとにＡＣをわける

ＯＰＳＰＤ ④１ＦＳＰＤに中型搬送機にてＡＣを搬送

１ＦＳＰＤ ⑤１ＦＳＰＤ管理システムにて、上記④読込（部屋別）

１ＦＳＰＤ ⑥ピッキングリスト発行（部屋順に掲載）

１ＦＳＰＤ ⑦材料ピッキング・他者とでダブルチェック（部屋別）

１ＦＳＰＤ ⑧手術室に物品を機械搬送

ＯＰＳＰＤ ⑨搬送されてきた物品及びピッキングリストをもとに他者とでチェック

ＯＰＳＰＤ ⑩午前１回、午後１回各部屋へ補充（入室禁止以外の部屋）

ＯＰＳＰＤ ⑪補充済ピッキングリストに受領印を押印し、１ＦＳＰＤへ返却

　　　・ＦＣ回収・搬送・補充方法
実施部署 内容
ＯＰＳＰＤ ①各診療科担当看護師・手術室クラーク・放射線診断科担当技師からＦＣを預か

る

ＯＰＳＰＤ ②ＦＣ預かり表に記入（略称・材料名・商品コード・数量等）

ＯＰＳＰＤ ③１ＦＳＰＤに機械搬送

１ＦＳＰＤ ④１ＦＳＰＤから各業者に注文

納入業者 ⑤手術室クラーク・担当看護師・放射線診断科担当技師に納品
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　　　・残数チェック及び補充方法
実施部署 内容
ＯＰＳＰＤ ①定時に各材料保管場所に行き、残数チェックを実施

ＯＰＳＰＤ ②補充材料があれば各場所に補充

ＯＰＳＰＤ ③払出し情報を入力

ＯＰＳＰＤ ④残数チェック・入力終了後の残数チェックリストをＯＰＳＰＤにて直近１ヶ月

１ＦＳＰＤ 分保管・１階ＳＰＤにて過去５年分を保管

（４）発注及び入荷処理

　　　・通常管理在庫品　－　全科共通物品

実施部署 内容

ＯＰＳＰＤ ①手術室物品管理システムの自動発注画面を開く

ＯＰＳＰＤ ②注文内容及び注文数の確認

ＯＰＳＰＤ ③業者別注文書を出力

ＯＰＳＰＤ ④業者別発注明細リストを発行しファイルに閉じる

ＯＰＳＰＤ ⑤発注依頼書に日付け・委託連絡の有無を記入し、発注者印を押印し、注文書の

先頭に添付する

ＯＰＳＰＤ ⑥手術室師長（師長不在の場合は日責）決裁後、経理担当者に電話をして、注文

書を手術室まで取りに来てもらう。その際、前日までに入荷処理をした納品書等

も同時に渡す（発注依頼）

経理係 ⑦経理係から各業者に注文書をファックス

納品業者 ⑧ファックス受信後納品材料準備

納品業者 ⑨材料と納品書を持ってＯＰＳＰＤに直接持参する

ＯＰＳＰＤ ⑩納品材料検収（納品書と受領書にＯＰＳＰＤの検品印を押印）

　※納品書には受領者の印も押印

ＯＰＳＰＤ ⑪特定保険医療材料にはチャージラベルを貼付

ＯＰＳＰＤ ⑫保管棚または各部屋に収納（入室禁止以外の部屋）

ＯＰＳＰＤ ⑬注文書・発注明細リストをもとに入荷処理

　※納品数・金額等確認
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　　　・通常管理在庫品　－　専門科物品

実施部署 内容

ＯＰＳＰＤ ①手術室物品管理システムの自動発注画面を開く

ＯＰＳＰＤ ②注文内容及び注文数の確認

ＯＰＳＰＤ ③業者別注文書を出力

ＯＰＳＰＤ ④業者別発注明細リストを発行しファイルに閉じる

ＯＰＳＰＤ ⑤発注依頼書に日付け・委託連絡の有無を記入し、発注者印を押印し、注文書の

先頭に添付する

ＯＰＳＰＤ ⑥手術室師長（師長不在の場合は日責）決裁後、経理担当者に電話をして、注文

書を手術室まで取りに来てもらう。その際、前日までに入荷処理をした納品書等

も同時に渡す（発注依頼）

経理係 ⑦経理係から各業者に注文書をファックス

納品業者 ⑧ファックス受信後納品材料準備

納品業者 ⑨材料と納品書をＯＰＳＰＤに直接持参

ＯＰＳＰＤ ⑩納品材料検収（納品書と受領書にＯＰＳＰＤの検品印を押印）

　※納品書には受領者の印も押印

ＯＰＳＰＤ ⑪特定保険医療材料にはチャージラベルを貼付

ＯＰＳＰＤ ⑫各専門科のファイル内に補充物品のＯＰ用ＡＣの有無確認

ＯＰＳＰＤ ⑬ＯＰ用ＡＣがある場合は納品材料にカード貼付

ＯＰＳＰＤ ⑭補充材料を各保管庫・保管棚・部屋等に収納

ＯＰＳＰＤ ⑮注文書・発注明細リストをもとに入荷処理

　※納品数・金額等確認

ＯＰＳＰＤ ⑯翌日、入荷処理済み納品書を経理係に提出
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（５）業者長期委託品管理業務
　　　・管理材料

２ 社 ２１２ 品目

２ 社 １２ 品目

１ 社 １２ 品目

カテ・アンギオ ４ 社 ５１２ 品目

心臓血管外科 １ 社 ３７ 品目

脳神経外科 ２ 社 ２ 品目

　　　・管理運用方法
実施部署 内容

手術室 ①業者長期委託品（以下「委託品」とする。）を使用

　※委託品の入っていた箱又は袋に、患者ＩＤ・患者名を記入する

手術室

ＯＰＳＰＤ ③使用した材料の業者に委託品使用の旨を連絡する（人工血管・骨補綴材）

ＯＰＳＰＤ

　※患者ＩＤ，患者名，手術日，手術室№，使用材料名，使用ロット等

ＯＰＳＰＤ ⑤翌日に「業者別委託品使用連絡書」を出力

ＯＰＳＰＤ ⑥「業者別委託品使用連絡書」を経理係に提出（発注依頼）

経理係 ⑦経理係から各業者にファックス

納品業者 ⑧ファックス受信後使用材料確認及び補充物品準備

納品業者 ⑨補充材料と納品書をＯＰＳＰＤに直接持参または配送

ＯＰＳＰＤ ⑩補充材料検収（納品書と受領書にＯＰＳＰＤの受領印押印）

　※納品書には受領者の印も押印

ＯＰＳＰＤ ⑪補充材料のロット番号・使用した委託品の価格を入力

ＯＰＳＰＤ ⑫補充材料をビニール袋に入れ、ＯＰ用ＡＣを貼付

ＯＰＳＰＤ ⑬特定保険医療材料がある場合はチャージラベルも貼付

ＯＰＳＰＤ ⑭補充材料を各保管庫・保管棚・部屋（入室禁止以外の部屋）等に収納

ＯＰＳＰＤ ⑮翌日、入力処理済み納品書を経理係に提出

カテーテル類

心臓血管外科手術関連

人工硬膜類

②ＯＰ用ＡＣと手術使用後の委託品空箱をＯＰＳＰＤスタッフに渡す

④使用情報を入力

眼科 眼内レンズ

外科 人工血管等

整形外科 骨補綴材等

診療科 用途 委託業者数 品目数
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（６）各診療科手術使用予定インプラント等術前数量及び術後使用数量・返却数量確認業務

実施部署 内容
貸出業者 ①規定日時に各診療科手術使用予定インプラント及び貸出明細書を持参

ＯＰＳＰＤ ②貸出業者とともに使用予定インプラント数及び貸出明細書記載数量確認

ＯＰＳＰＤ ③手術予定表にインプラント貸出業者名を記入

ＯＰＳＰＤ ④手術貸出明細書管理台帳にインプラント受取日・貸出業者名・患者名・ＯＰ
ＳＰＤ受取者名・受取貸出明細書総枚数を記入
（※当該作業は受託業者規定個人情報管理の為実施）

手術室 ⑤手術にてインプラント使用

手術室 ⑥使用インプラント数を貸出明細書に記載

ＯＰＳＰＤ ⑦手術終了後、使用インプラント数・未使用インプラント数を貸出明細書と共
に確認

ＯＰＳＰＤ ⑧手術貸出明細書管理台帳にインプラント返却日・返却業者名・ＯＰＳＰＤ返
却者・返却貸出明細書総枚数・廃棄枚数（未滅菌インプラント確認表）を記入
（※当該作業は受託業者規定個人情報管理の為実施）

ＯＰＳＰＤ

規定場所へ投函

納品業者 ⑩未使用インプラント及び使用数記載の貸出明細書の引き上げ

（７）その他の業務

　　　① 針セットの供給・管理

　　　②　メス替刃の供給・管理（２冊）

　　　③ ＯＰ用ＡＣ作成業務
ａ 新規採用品定数化
ｂ 定数変更時
ｃ ＡＣ紛失時

　　　④ 定数確認業務
　　　　　　管理材料の定数確認はＡＣ紛失等の確認も兼ねている。また上記③にて再発行された
　　　　　ＡＣの重複等も確認する。

　　　⑤ 使用期限確認及び管理業務
　　　　　　使用期限の近い材料は、可能な限り納入業者に交換依頼をし、交換不可能な材料は看
　　　　　護師（または医師）に、定数変更有無（削除・削減等）の確認を行う。場合により、中
　　　　　央器材室内手術器材滅菌担当者に再滅菌を依頼する。

　　　⑤ 設定定数の見直し及び提案業務
　　　　　　各材料の使用頻度・業者からの納品日数（調達期間）等をもとに、使用頻度の少ない
　　　　　材料に関しての定数変更を手術室内の看護師（または医師）に提案する。

使用数を確認し消費データ入力後、不足分をセッ
ト内へ補充。補充後規定保管場所に収納。外来手
術室分は外来へ機械搬送。

ａ 手術室　　（４冊）
ｂ 外来手術室（２冊）
ｃ 形成用　　（１冊）

マスターデータ変更・ＡＣ作成・ファイルポケット等の作
成・紛失ＡＣが１Ｆ用ＡＣの場合は、１階ＳＰＤ用「定数変
更届」への記入及び１ＦＳＰＤへの機械搬送。

⑨患者名・貸出業者別に青伝を記入し、使用数記載の貸出明細書表に貼付して、
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　　　⑥ 看護師からの依頼
　　　　　a ＯＰＳＰＤ未管理品についての問い合わせの対応
　　　　　b 全材料の購入価・納品業者等についての問い合わせの対応
　　　　　c 手術室補助業務（OP-TeK)管理材料の残数確認業務
　　　　　d 中型搬送機にて搬送されてきた材料（各種伝票・薬品類・フィルム等）の受渡し
　　　　　e 各材料の添付文書収集及び保管
　　　　　f 年間購入実績表（年度比較）提出依頼
　　　　　g 各種材料の年間購入実績推移表提出依頼

　　　⑦ 諸作業
　　　　　a 各保管場所の整理整頓

（８）診療材料等調達請求書出力
　　　　「診療材料等調達請求書」とは、毎月１５日と月末との２回にわたり、当該期間に業者か
　　　　ら購入し、ＯＰＳＰＤにて入荷処理の行われた材料を一覧にして経理係に提出するもので
　　　　ある。

　　　①　提出方法
　　　　　毎月２回、ＯＰＳＰＤデータをエクセルに変換し、１５日締め分を１６日に、月末締め
　　　　分を翌月初めに、１ＦＳＰＤ担当者へデータを送る。

　　　②　分類
　業者別に以下の区分で分類し改ページを行うこと
　a フィルム材料
　b 診療材料
　c 診療消耗品（貯）
　d 診療消耗品（直）
　e 酸素ガス費等
　f 単価契約
　g 随意契約

　　　③　掲載内容
　以下の順を横並びに出力すること（書式は横書き）
　a 略称
　b 材料名
　c 規格
　d 商品コード
　e メーカ名
　f 入荷数（当該期間の合計数）
　g 包装形態
　h 単位
　I 単価
　　※但し同一材料で金額の違うものは２行以上で出力すること
　j 入荷金額（当該期間の合計金額数）
　k 用途
　l メディエコード
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（９）棚卸実施及び棚卸結果リスト提出

　月末１回必ず棚卸を行い、在庫数の確定を実施すること。実施後「棚卸結果リスト」

を出力し、翌月初めに経理係に提出すること。

　　　①　提出方法

　　　　　　毎月１回、棚卸終了後「棚卸結果リスト」を月末日にて１ＦＳＰＤにデータで渡す

　　　②　分類

　以下の区分で分類し改ページを行うこと

　a 診療材料

　b 診療消耗品（貯）

　c 診療消耗品（直）

　　　③　掲載内容

　以下の順を横並びに出力すること（書式は横書き）

　a 略称

　b 材料名

　c 規格

　d 商品コード

　e 包装形態

　f 払出単価

　g 棚卸結果数（数量と単位）

　　※但し同一材料で金額の違うものは２行以上で出力すること

　h 購入単位（棚卸結果数を包装形態で割った数量と単位）

　i 在庫金額

（１０）医療材料等委員会へのオブザーバーとしての出席

　　　　　当該委員会で使用される資料作成の為、払出実績・在庫状況・定数設定状況等の資料

　　　　作成あり。経理係から要請された場合は速やかに提出すること。
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（１１）患者別手術キットの準備

　　　　　患者別に使用予定キットの準備、及び患者別ピッキングリストに基づき、衛生材料の

　　　　ピッキングを行う。

　　　　①手術中止分余剰キット在庫数確認（毎週木曜日）

　　　　　　翌週のＯＰ組（木曜日）の際、手術中止により余剰となったキットを、翌週の手術に

　　　　　割り当てる為、当該日での余剰キット名と数量を確認した手術キット管理担当者から報

　　　　　告を受ける。

　　　　②予定分キット発注確認（毎週金曜日）

　　　　　　翌週のＯＰ予定表と、一週間分のキット発注表をつけあわせて、漏れがないか確認す

　　　　　る。漏れがある場合、追加発注として業者への発注書を作成する。

　　　　③患者別準備表の貼付

　　　　　　上記②の確認作業後、キットに貼付する患者別準備表を曜日ごとに保管し、キット納

　　　　　品後、該当するキットに患者別準備表を貼付する。

　　　　④準備方法

　　　　　　翌日手術予定分の患者別キットが毎日業者より納品される。業者より納品されたキッ

　　　　　トと、ピッキングリストに基づき用意した衛生材料を、患者名別に準備する。

　　　　⑤手術中止分キットの取扱い

　　　　　　手術が中止となり、準備されたキットが不要となった場合、手術キット管理担当者が

　　　　　　次回使用手術を決定したのち報告を受ける。手術前日に使用決定手術キット及びピッ

　　　　　　キングリストを元に術前の準備を行う。

　　　　⑥手術キット管理担当者院内不在時の緊急キットの手配

　　　　　　手術キット管理担当者が院内不在時、時間的に手配をしなければ間に合わないキット

　　　　　は、使用キット名を看護師に確認し、発注書を作成し業者へ手配する。

（１２）予定手術患者別手術キットの納品書処理

　　　　　曜日別に納品された患者別手術キットの納品書と予定表は、一週間ごとにまとめて入荷

　　　　処理を行い、経理係へ青伝とともに提出する。
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（１３）緊急手術分キットの準備と管理

　　　　　予定手術以外に、緊急手術で使用するキットを、既滅菌庫に定数として管理する（２３

　　　　種類３８キット）。各キットにピッキングリストも用意し、衛生材料をピッキングして一

　　　　緒に保管しておく。

　　①緊急手術キットの発注から納品までの流れ（月曜日～木曜日）

実施部署 内容

手術室 ①緊急手術にて、既滅菌庫に保管してある緊急手術分キットを使用

ＯＰＳＰＤ ②手術室診療材料管理システムにて、緊急手術用キットのＡＣを読み込む

ＯＰＳＰＤ ③業者別注文書を出力し、経理係にファックスを依頼

納品業者 ④注文書に掲載されているキットを準備し、午前中に依頼を受けた分は当日

　に納品し、午後に依頼を受けた分は翌日にＯＰＳＰＤへ納品する

ＯＰＳＰＤ ⑤納品されたキットに、緊急用ＯＰ用ＡＣを貼付し、既滅菌庫へ補充

ＯＰＳＰＤ ⑥納品された緊急手術キットの入荷処理を実施

　　②緊急手術キットの発注から納品までの流れ（金曜日）

実施部署 内容

ＯＰＳＰＤ ①１４時３０分時点において、定数不足な緊急分キットを確認

ＯＰＳＰＤ ②不足しているキット名と数量を業者に電話連絡し、当日中の納品を依頼

　※週末での緊急手術対応の為

ＯＰＳＰＤ ③翌週電話連絡したキット分の注文書を出力し、経理係にファックスを依頼

納品業者 ④納品は金曜日に完了している為、納品書のみ発行

ＯＰＳＰＤ ⑤持参した納品書と注文書の入荷処理を行う。
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（１４）各診療科業者借用物品等術前数量及び術後使用数量・返却数量確認業務

実施部署 内容

貸出業者 ①規定日時に各診療科から依頼された借用物品及び貸出明細書を持参

ＯＰＳＰＤ ②納品業者とともに使用予定借用物品数及び貸出明細書記載数量確認

ＯＰＳＰＤ ③手術予定表に貸出業者名を記入

ＯＰＳＰＤ ④手術貸出明細書管理台帳に借用物品受取日・貸出業者名・患者名・ＯＰＳＰ

Ｄ受取者名・受取貸出明細書総枚数を記入

（※当該作業は受託業者規定個人情報管理の為実施）

手術室 ⑤手術にて借用物品使用

手術室 ⑥使用借用物品数を貸出明細書に記載

ＯＰＳＰＤ ⑦手術終了後、使用借用物品数・未使用借用物品数を貸出明細書と共に確認

ＯＰＳＰＤ ⑧手術貸出明細書管理台帳に借用物品返却日・返却業者名・ＯＰＳＰＤ返却者

・返却貸出明細書総枚数・廃棄枚数（未滅菌借用物品確認表）を記入

（※当該作業は受託業者規定個人情報管理の為実施）

ＯＰＳＰＤ ⑨患者名・貸出業者別に青伝を記入し、使用数記載の貸出明細書に貼付して、

規定場所へ投函

貸出業者 ⑩未使用借用物品及び使用数記載の貸出明細書を引き上げ

(１５）災害時診療材料備蓄管理

　　　　使用期限管理と定数管理を行い、使用期限の近い材料は、通常時に使用して頂く等の対

　　　応を行うか、可能な限り納入業者に交換依頼をし、交換不可能な材料は担当看護師（また

　　　は医師）に報告し指示をもらう。
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４－３　２階透視室ＥＲＣＰ物品管理（ＳＰＤ）業務明細書

４－３－１　基本業務

月 火 水 木 金

随時 随時 随時 随時 随時

※週３日間の契約であるが、業務安定化まで週５日実施

４－３－２　業務内容詳細
（１）管理対象品目及び品目数

51 品目

（２）管理対象品目の材料マスタ種別区分

　　　　直送品扱いとする。また管理品目の納品場所を１階ＳＰＤとする為、払出先「7000：

　　　１階ＳＰＤ（ＥＲＣＰ）」で登録を行う。

（３）管理対象品目の業務内容

　　１　ＥＲＣＰ物品のマスタ登録

実施部署 内容

ＳＰＤ ①自動発注をおこなう為、材料マスタ上発注区分を「１（在庫品）」

　として登録する。

ＳＰＤ ②種別は直送品扱いの為「４」で設定する。

ＳＰＤ ③発注点は、「定数マイナス１」で設定し、発注量は「１」とする。

ＳＰＤ ④ロケーションは「７７－７７－７７」で設定する。

　　２　定数チェック・注文書出力までの流れ

実施部署 内容

ＳＰＤ ①規定時間に2階透視室11番に行き、管理物品の定数チェックを行う。

ＳＰＤ ②操作室(長期連休時購入保管分)に在庫がある場合は棚に補充する。

ＳＰＤ ③ＳＰＤに戻り、不足物品の発注状況を確認する。

ＳＰＤ ④発注必要品は、払出処理画面で払出先コード「7000：1階SPD(ERCP)」

　にて、不足物品の略称を入力し不足数のみ入力する。

ＳＰＤ ⑤自動発注画面で、④で入力した物品の業者のみ選択し、ERCP物品のみ

　業者別に注文書を出力する。

ＳＰＤ ⑥⑤で出力された注文書の業者名横に（ＥＲＣＰ）と記載する。

ＳＰＤ ⑦ＳＰＤ在庫品の注文書と共に、経理担当者へ提出する。

管理品

定数チェック 各曜日　８：３０　～　９：００
（緊急品は１３：４５までに補充）定数補充

納品受付

ＥＲＣＰ用物品（ＳＰＤ管理品のみ）
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　　３　納品から入荷処理、補充までの流れ

実施部署 内容

納品業者 ①経理からファックスされた「（ＥＲＣＰ）注文書」をもとに、納品材

　料と納品書を準備し、ＳＰＤに納品する。

ＳＰＤ ②注文書・材料・業者納品書全てを確認し、納品内容に誤りがなければ

　業者納品書及び受領書に検品印を押印し、納品書には受領した者の印

　も押印する。

ＳＰＤ ③コストシール（チャージラベル）貼付物品にはシールを貼付する。

ＳＰＤ ④ＳＰＤ内電子カルテにて、透視室11番の使用状況を確認し、必要に応

　じて補充を行う。

ＳＰＤ ⑤管理ＰＣにて、納品材料の入荷処理を行う。

ＳＰＤ ⑥入荷処理後の納品書は、直送品納品書入れに保管し、翌日経理担当者

　に提出する。

（４）管理対象品目の当直帯の緊急対応について

　　　　ＳＰＤスタッフの業務時間外の緊急に対応する為、透視室操作室内に、緊急対応物品

　　　を保管する。保管対象物品については、内視鏡室技師長（担当医師）及び担当看護師と

　　　協議の上決定する。

（５）２階透視室１１番ＥＲＣＰ担当看護師からの物品多数使用時の連絡について

　　　　ＥＲＣＰ物品を多数使用した場合において、ＥＲＣＰ終了後、担当看護師より「物品

　　　多数使用。定数チェック・補充早めに」と表記されたＡ４パウチを当日中に１階ＳＰＤ

　　　にて搬送する。もしくは翌日電話連絡にて多数使用の旨を連絡する。

（６）長期連休（ゴールデンウィーク・シルバーウィーク・年末年始）の発注対応について

　　　　メーカー及び納入業者休業に対応する為、長期連休前は、内視鏡室技師長（担当医師）

　　　及び担当看護師と協議の上、発注品目の選定及び発注数を決定し業者に発注をかける。

　　　連休用物品は操作室内指定場所に保管しておく。連休終了後は通常品同様に取り扱いを

　　　行う。

（７）ＥＲＣＰの予定表の確認について

　　　　業務運営日に電子カルテ内の２階透視室１１番予定表を確認し、定数チェック及び

　　　補充時間等を確認する。

（８）その他管理品目の変更等について

　　　　内視鏡室技師長（担当医師）からの要望に応じて、医療材料等委員会及び三役会の承

　　　認された材料に限り、管理品目の変更・定数の変更等を随時実施する。
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（９）業者委託品及びサンプル品の管理について

　　　　業者委託品及びサンプル品の管理については実施しない。

（１０）ＥＲＣＰ中の定数チェック及び補充について

　　　　ＥＲＣＰ中の定数チェック及び補充は、緊急性を要さない限り実施はしない（プロテ

　　　クター着用の制限等）。

（１１）定数チェック表の作成について

　　　を随時更新する。

（１２）使用期限（滅菌有効期限）切れ物品の取扱いについて

　　　担当看護師へ報告を行う。

（１３）その他業務運用上の取り決めの変更及び追加業務発生時の対応について

　　　　受託開始後、別途必要に応じて、庶務課管理係・経理係・内視鏡室技師長（担当医師）

　　　・担当看護師及びＳＰＤにて協議する。

　　　　管理品目の増減・品目変更・保管場所変更時は、定数チェック表（管理ＰＣにて作成）

　　　　当月で期限切れとなる物品については、期限の切れる数日前に発注を行い、翌月に
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４－４　手術室器材滅菌消毒業務等明細書

４－４－１　業務内容詳細
（１）器械準備・搬送・返却
項目 内容

手術予定確認 手術予定一覧を見て、翌日の手術予定を確認する。

使用器械準備

②コンテナセット数が定数を満たしているか確認する。

③コンテナセット以外は手術予定一覧の備考欄や使用器械準備指示書をもとに既

　滅菌器材保管庫（以下「既滅菌庫」とする。）に準備する。

④器械が不足している場合は当日の手術割当て担当看護師（以下「リーダー」と

　する。）に確認をとる。

⑤数量の不足している器械をどうしても使用する場合には、リーダーに連絡後、

　使用器械準備指示書に明記しておく。

搬送 ①翌日の午前中に実施される手術にて使用のコンテナセットは、前日の１７時ま

　でに当日のリーダーに手術室の確認をとり搬送する。

②午後稼働の手術の場合は、当日の１１時に当日のリーダーに手術室の確認を取

　り、搬送する。

③使用器械準備表をもとに確認し、専用カートにて手術室へ搬送する。

返却受付 ①手術が終了すると手術担当看護師より、手術室番号・返却器械名・連絡事項･

　感染症の有無の連絡が入る。

②連絡が入ったら個人防護服（ＰＰＥ）を着用したまま該当する手術室へ向かい

　回収台車ごと回収する。

③回収台車は上段にコンテナ、下段には使用済み器械が積載された状態で器材室

　に連絡が入る。

④規格外のものや内視鏡用器械、インプラントに関しては紛失、破損等を避ける

　為、手術器械量に応じて適宜手術室まで回収へ行く。

返却準備 ①手術が終了し、手術担当看護師による器械カウントが終了した後、看護師より

　手術室番号・返却器械名・連絡事項・感染症の有無の連絡が入る。

②手術室へ行き、手術使用器械を回収台車に乗せ、器材室へ搬送準備を行う。ま

　た、使用済みのリネン及びディスポシーツは所定の位置へ片付ける。

③器材室のボタンを押さずに台車ごと搬送する。

器械カウント ①返却された器械を、器械メニューリスト・添付写真・使用器械準備指示書を基

(20:30まで) 　にカウントする。

②使用器械準備指示書に返却器械・返却時間・返却確認者名を記入する。

①翌日のコンテナセットは患者単位に使用器械準備指示書（ＮＳⅡにて出力）
　をもとに使用セットの調整を行う。

(16:00～20:30まで）
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（２）器械返却仕分け・洗浄・潤滑処理・乾燥(20:30まで)

・器械別洗浄方法選別

器械分類 洗浄機器

鉗子・剪刀等の一般鋼製器械

容器類・喉頭鏡類等の一般鋼製機械

内腔のある器械・顕微鏡下器械・内視鏡下器械 用手洗浄

麻酔器具（呼吸器回路等） 液状洗剤使用

コード付器械・精密機械 清拭洗浄

プラスチック・シリコン製器材 浸漬洗浄

ウォッシャーディスインフェクター

ウォッシャーディスインフェクター
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　・内容　－　感染症検査全てマイナスの場合

項目 内容

洗浄前準備 作業前にマスク・手袋・エプロン(必要に応じゴーグル）を着用する。

仕分け 器械洗浄・用手洗浄・清拭洗浄・浸漬洗浄に分類する。

超音波洗浄 ①可能な限り器械を分解し、開いて洗浄する。

②器械を血液溶解剤に浸漬する。

③全体をブラッシングし、血液などを取り除く。

④流水で濯いだ後、洗浄機に入れる。

①器械は可能な限り分解し、開いて洗浄する。

　※洗浄剤がアルカリ性の場合、アルミ製器械は避ける。また熱水消毒工程があ

　　る為、耐熱性が弱い器械は使用をしない。

用手洗浄 ①器械を血液溶解剤に浸漬する。

②全体をブラッシングし、流水で濯ぐ。

③浸漬液に２０分間程度浸漬する。

④浸漬後、浸漬液の濯ぎも含めて丁寧にブラッシングを行う。

液状洗剤使用 ①液状洗剤を使用して血液・体液をよく取り除く。

②病院指定の消毒液に規定時間浸漬させる。

③浸漬後は流水でよく濯ぎ、乾燥機か自然乾燥させる。

清拭洗浄 ①タオルまたは歯ブラシを使用し血液溶解剤を用いて血液などを取り除く。

②血液溶解剤を拭き取り、その後、アルコール綿で清拭する。

潤滑処理 ①浸漬洗浄によって洗浄された器械には、防錆・品質保持のため、潤滑スプレー

　を塗付する。

　※ウォッシャー洗浄機には潤滑工程が自動的に含まれているので必要ない。

　※内視鏡スコープなどの一部の器械は潤滑処理は行わない。

乾燥 ①潤滑処理後、器械に付着している余分な水分をエアガンで取り除く。

②乾燥機に入れる。

　※乾燥機温度は８０℃に設定。時間は１５～２０分。

　※乾燥機下段は設定温度よりも高温になってしまう為、耐熱性の弱い器械は破

　　損・劣化の原因となるため避けること。

ウォッシャー洗浄機
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　・内容　－　感染症検査プラスの場合

　　洗浄作業前準備として、マスクを着用し、手袋は２重にする。作業後には必ず手洗いを行う。

　～ウォッシャー洗浄機での洗浄方法～

①通常どおり洗浄を行う。

　～内腔のある器械の洗浄～

①用手洗浄で汚れを取り除く。

  ※汚れが残留していると消毒剤での変色の原因となる。

②用手洗浄後、病院指定の消毒薬に規定時間浸漬させる。

③浸漬後十分に濯いでから乾燥機または自然乾燥させる。

　～麻酔器具（呼吸回路等）の洗浄～

①用手洗浄で汚れを取り除く。

②病院指定の消毒薬に規定時間浸漬させる。

③消毒液を十分に濯ぐ為、流し台に温水を溜めてしばらく放置する。

④ある程度放置した後、十分に濯ぎ乾燥機または自然乾燥させる。

　～内視鏡器械・顕微鏡下器械の洗浄～

①用手洗浄で汚れを取り除く。

  ※汚れが残留していると消毒剤での変色の原因となる

②用手洗浄後、病院指定の消毒薬に規定時間浸漬させる。

③消毒液を十分にブラッシングで濯いだ後、潤滑処理をする。

④エアガンで余分な水分を取り除き乾燥させる。

　～コード付器械・浸漬不可能な器械の洗浄～

①ガーゼや歯ブラシで汚れを取り除く。

②病院指定の消毒薬を染み込ませたガーゼで清拭し、１０分間放置する。

③水拭き後、アルコール綿で清拭する。

　～器械回収ボックス・回収台車～

①血液などが飛散している可能性があるので、血液溶解剤を染み込ませたガーゼで清拭する。

②ガーゼで水拭きする。

③病院指定の消毒薬を染み込ませたガーゼで拭き１０分間放置する。

④水拭き後、アルコール綿で清拭する。
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（３）点検

洗浄・乾燥終了後の器械は以下の項目事項を確認する。

　a 汚れ・錆の確認

　b 鑷子・鉗子のかみ合わせ

　c ネジ類の止め具の有無や増し締め

　d 破損の有無

　e エアガンによる内腔内の汚れや乾燥状態の確認

（４）器械の組立て

項目 内容

組立て準備 ①乾燥機より取り出した器械が濡れていないか確認する。

　【コンテナセットの場合】

　　メニューリストを準備する（事前に診療科ごとにファイルしてある）

　【コンテナセット以外の場合】

　　専用トレイ・バット（表示されてある）を準備する

　　写真またはメニューリストで確認作業を行う

②作業テーブルをアルコール綿で清拭する。

組立て ①メニューリスト内の作成者欄に作成日・作成者名を記入する。

②メニューリスト内器材準備項目にチェックを入れながら器械を準備する。

③先端が鋭利な器械はディスポガーゼやチューブで保護する。

④細かい器械は滅菌バッグに入れる。

⑤規定の滅菌カードを一段ずつ入れる。

⑥ビーカーや膿盆はアルコール綿で清拭する。

⑦準備ができたら、準備者とは別の人が器械とメニューリストをもとにダブルチ

　ェックを行う。

⑧器械とダブルチェック後のメニューリストを一緒にしてコンテナ容器に収納す

　る。

⑨コンテナ側部に滅菌テープを貼付して、滅菌有効期限及び収納者名を記入す

　る。

⑩コンテナ容器内部に収納したメニューリストと同様のリストを、コンテナの蓋

　部分に添付する。

（コンテナセット）
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項目 内容

組立て ①メニューリスト内の作成者欄に作成日・作成者名を記入する。

②メニューリストのない器械は写真と照らし合わせながら準備する。

③メニューリスト内器材準備項目にチェックを入れながら器械を準備する。

④先端が鋭利な器械はディスポガーゼやチューブで保護する。

⑤細かい器械は滅菌バッグに入れる。

⑥セット内に規定の滅菌カードを入れる（※一部例外有り）。

⑦滅菌テープにセット名を記入したものを準備する。

⑧ビーカーや膿盆はアルコール綿で清拭する。

⑨準備ができたら、準備者とは別の人が器械とメニューリストをもとにダブルチ

　ェックを行う。

⑩チェック後、滅菌クルムで包装し、使用頻度の少ないセットはパック包装する。

　・各セット器械の有効期限

コンテナセット 滅菌月から ６か月間

滅菌パック包装 滅菌月から ６か月間

滅菌クルムのみ 滅菌日から １０日間

（５）滅菌

①４種類の滅菌法を使い分けて滅菌を行う。

 ・オートクレーブ滅菌（ＡＣ滅菌）　　　　　･･･ 一般鋼製器械(耐熱・耐湿性の器材)

 ・エチレンオキサイド滅菌（ＥＯＧ滅菌）　　･･･ 非耐熱性器材

 ・過酸化水素低温プラズマ滅菌　　　　　　　･･･ 非耐熱性希少器材(セルロース製を除く)

 ・過酸化水素ガス滅菌　　　　　　　　　　　･･･ 非耐熱性希少器材(セルロース製を除く)

②滅菌方法のミスを防止する為に正しい滅菌場所に置く。

③滅菌実施前に滅菌内容が判別できるように、滅菌器ごとに設置されているリストに必ず記

  入しＬＯＴ番号をスタンプする。

④滅菌不良の原因とならないような積載を行う。

⑪メニューリスト、写真は滅菌クルムの上に貼付し、滅菌有効期限を記載する。

（コンテナセット以外）
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（６）保管
①滅菌の完了した器械は保管棚または一時保管場所に保管される。

②カスト類は滅菌後すぐに閉める。

③滅菌完了後の器械は高温な為、冷ましてから既滅菌庫に搬送する。

④既滅菌庫内は各場所に器械名や診療科名により規定の保管場所があるので規定の場所に置く。

⑤重ねて保管するセット類は滅菌有効期限を確認しながら保管する。

⑥既滅菌庫以外にも手術室内に診療科ごとに保管される器械もあるので注意する。
　※診療科ごとに以下のようにテープで色分けされている

　・診療科別単品色分け一覧表（テープ）
テープ色 診療科 保管場所
黄色 のみ 各診療科共通器械 既滅菌庫
黄色 黒 脳神経外科 手術室　№４
黄色 赤 心臓血管外科 手術室　№５
黄色 茶色 耳鼻科 手術室　№６・既滅菌庫
黄色 緑 口腔外科 既滅菌庫
黄色 ピンク 眼科 眼科カート
黄色 白 外科 手術室　№９・既滅菌庫
黄色 黄色 泌尿器科 手術室　№１０・既滅菌庫
黄色 紫 整形外科
白 ピンク 外来手術室 外来手術室
黄色 青 婦人科 既滅菌庫
緑色 オレンジ 形成外科 既滅菌庫

（７）器械修理・材料品の発注業務
器械の修理依頼や・業務必要材料品類の請求は、物品交付請求書（以下「青伝」とする。）
を使用する。

①「器械修理依頼」は、青伝に下記の内容を記入する。

　a 請求日
　b 備品修繕に○をする
　c 修理依頼器械名
　d 数量
　e 単位
　f 請求者欄に押印

・修理依頼をする器械を青伝に添付（貼れない物は対象外）する。

・手術室師長決裁印押印の為、手術室に提出する。

・修理品の代替器が必要な場合は、経理課担当者へ旨を伝え、ディーラーに連絡をして
　代替等を手配する。

②「インプラント品請求」は、青伝に以下の内容を記入する。

　a 請求日
　b 必要品名
　c 数量
　d 単位
　e 請求者欄に押印
　f 手術使用日、患者名

・手術室師長決裁印押印の為、手術室に提出する。

既滅菌庫・整形台車
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③「材料品請求」は、青伝に以下の内容を記入する。

　a 請求日
　b 必要品名
　c 数量
　d 単位

　 　e 請求者欄に押印

・手術室師長決裁印押印の為、手術室に提出する。

（８）ＡＣ・ＥＯＧ・過酸化水素滅菌器の生物学的モニタリングテスト業務

実施日 ＡＣ・ＥＯＧ･過酸化水素　1回/日（ただしインプラントは毎回）

実施内容 アテストを用いてテストを実施する

①滅菌が終了したら、各滅菌方法別にモニタリング培養器に入れる

②未滅菌の器材をコントロールとして一緒に入れる

③培養結果を滅菌方法別記録表に記録する

　培養時間　ＡＣ　１時間　ＥＯＧ　４時間　過酸化水素　３０分

（９）滅菌有効期限確認業務

コンテナセット 　これらの滅菌有効期限が期限切れになっていないかの確認を行う各

包装セット 　手術室・既滅菌庫・保管棚の器械全てを確認し、期限切れになる器

単品器械 　械は、再滅菌または未滅菌保管するかを確認する。

（１０）設備管理業務

①月１回、滅菌器の定期点検を実施し、記録を記載する。

②業務終了時は、乾燥機・シーラー・滅菌器（ＡＣ滅菌器・小型滅菌器）の電源を止める。

③使用器材準備指示書運用の為の新規登録コンテナ及び術式データの作成及び管理。

（１１）定数補充業務

① 整形台車
　・毎週月曜日/水曜日/金曜日に、整形台車のインプラント類，キルシュナーワイヤー（ｋ-ｗ）
　  プレートの定数チェックを実施し補充を行う。

② 既滅菌庫
　・毎日既滅菌庫及び各手術室保管の単品定数チェックを実施し補充を行う。

調査方法
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名称 規格(mm) 定数 包装方法
0.7 7
0.8 7
1.0 7
1.2 7
1.4 7
1.6 7
0.8 7
1.0 7
1.2 7
1.4 7
1.6 7
1.8 7
2.0 7
2.4 7
3.0 7

名称 規格 定数 包装方法
４穴 2
５穴 2
６穴 2
７穴 2
８穴 2
５穴 2
６穴 2
７穴 2
８穴 2
９穴 1
１０穴 1
１１穴 1
１２穴 1
６穴 2
７穴 2
８穴 2
２穴 2
３穴 2
４穴 2
５穴 2
６穴 2
７穴 2
８穴 2
４穴 2
５穴 2
６穴 2
７穴 2
Ｔ型 2
Ｌ型 2
Ｌ型 2
７mm 3
１３mm 3

スモールワッシャー
ワッシャー

スモールＤＣＰプレート　２．７

スモールＤＣＰプレート　２．７

スモールＤＣＰプレート　２．７

指用スモールプレート
指用スモールプレート（左）
指用スモールプレート（右）

１／３円プレート
１／３円プレート
１／３円プレート
１／３円プレート
１／３円プレート
スモールＤＣＰプレート　２．７

ナローＤＣＰプレート
ブロードＤＣＰプレート
ブロードＤＣＰプレート
ブロードＤＣＰプレート
１／３円プレート
１／３円プレート

ナローＤＣＰプレート
ナローＤＣＰプレート
ナローＤＣＰプレート
ナローＤＣＰプレート
ナローＤＣＰプレート
ナローＤＣＰプレート

足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ

ＤＣＰプレートスモール

プレート、スクリューを１枚滅菌バッグに入れて
フィルム側に名称・規格を記入してからシーラー
をかけ、さらに滅菌バッグに入れ二重包装にして
シーラーをかけＡＣ滅菌する。

ＤＣＰプレートスモール
ＤＣＰプレートスモール
ＤＣＰプレートスモール
ＤＣＰプレートスモール
ナローＤＣＰプレート

足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ
足用ｋ-ｗ

手用ｋ-ｗ

ｋ-ｗ２本を滅菌バッグに入れ、フィルム側に規格を記入し、
シーラーをかけ、さらに滅菌バッグに入れ二重包装にしてシ
ーラをかけＡＣ滅菌する。

手用ｋ-ｗ
手用ｋ-ｗ
手用ｋ-ｗ
手用ｋ-ｗ
手用ｋ-ｗ
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名称 規格(mm) 定数 包装方法
0.15 1
0.40 2
0.60 2
0.70 1
0.80 2
1.00 2
1.20 2
1.50 2

③ 既滅菌庫
　・毎週月曜日/金曜日に、既滅菌庫の単品定数チェックを実施し補充を行う。

定数
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10 注射器専用の滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れﾊﾞｯｸﾞに5ccと記入後AC滅菌
5

5
10 ｶﾐｿﾘの刃先を茶紙で保護し滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌をする。
5

5
5
5
5
5
5
5

輪ゴム（細）５本

5本を滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌をする。
輪ゴム（太）５本
輪ゴム（細）５本（OP 6)
輪ゴム（太）５本（OP 6)

綿棒 5本 綿棒10本を滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌をする。
絞断線 絞断線2本を滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れAC滅菌をする。
耳鼻科ワイヤー 巻き鼻茸ﾜｲﾔｰを10cmに切りAC滅菌をする。

滅菌剖瓶 剖瓶を滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌をする。
カミソリ
ハブラシ 滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌をする。

ゴムクレンメ(既滅菌庫） 10
ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ1.5-2.5ｻｲｽﾞを15cm切り、円形にして滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入
れEOG滅菌をする。

安全ピン 安全ﾋﾟﾝ2本を滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌
５cc注射器
スピッツ 滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌

ねじりっこ４本 10
8cmに切ったねじりっこを4本まとめて滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG
滅菌をする。

メイヨ針

茶/青紙を長さ15cm幅は針の幅に合わせて切り、三つ折りにし
て内側に針を留め、外側でかぶせ針名を記入する。EOG滅菌

ヘルニア針
マルチン針（小）
マルチン針（大）
丸２～３号針
角２～１０号針

巻きワイヤー

名称 備考
直針

茶/青紙に1本入れて折込み、表に針名を記入してから滅菌バ
ッグに入れる。EOG滅菌

丸１号針
角１号針

巻きワイヤー

巻きワイヤー自体に規格を明記して滅菌バッグに入れＡＣ滅
菌する。

巻きワイヤー
巻きワイヤー
巻きワイヤー
巻きワイヤー
巻きワイヤー
巻きワイヤー
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定数
5
5
5
10
10

10
3
5
5
5
2
5
5
20
10
3
10
3
4
2

5

5
2
10
10
5

注射針　３０Ｇ（青） 歯科用注射針30Gを1本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
木軸綿棒３本（OP 9) 木軸綿棒を3本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

耳用ドレーンチューブ(OP 6) 耳用ﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞを2本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
鼓膜形成用ﾏｲｸﾛｶﾊﾞｰ(OP 6) 八折りにして滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
注射針　２７Ｇ（茶） 歯科用注射針27Gを1本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

竹串 10
竹串は細い為、滅菌ﾊﾞｯｸﾞにｼｰﾗｰをかけ3等分しﾊｻﾐで切った
滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOGｼｰﾙを貼り、滅菌有効期限を記入後にEO
G滅菌をする。

マック用ボタン 4穴付のﾎﾞﾀﾝを滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する

マック用糸 5
青6号巻糸を60cmに切り、円状にして滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅
菌する。

エラスチコン ｴﾗﾃｯｸｽ7号を30cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
気腹チューブ 気腹ﾁｭｰﾌﾞを円状にして滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌する。
ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ 　3号 2m緑線入ﾁｭｰﾌﾞを円状にしてEOG滅菌する。

ろ紙(OP 6･OP 10･既滅菌庫) ろ紙を1枚滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
アルトロビニール袋 ｱﾙﾄﾛﾋﾞﾆｰﾙ袋をたたみEOG滅菌する。
エラスチコン ｴﾗﾃｯｸｽ7号を15cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

シリコンガーゼ 10x15cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
シリコンガーゼ 30x30cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
かさ袋 かさ袋をたたみ滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ　16Fr　2本 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞを3.5cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
アルミホイル 5x10cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
アルミホイル 15x25cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

ｼﾘｺﾝﾈﾗﾄﾝ　13Fr　（OP 5） ﾈﾗﾄﾝｶﾃｰﾃﾙを12cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ　 4号 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞを3.5cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞ　12Fr　2本 ｼﾘｺﾝﾁｭｰﾌﾞを5.5cmに切り2本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

ｼﾘｺﾝﾈﾗﾄﾝ　 7Fr　（OP 5） ﾈﾗﾄﾝｶﾃｰﾃﾙを12cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。
ｼﾘｺﾝﾈﾗﾄﾝ　11Fr　（OP 5） ﾈﾗﾄﾝｶﾃｰﾃﾙを12cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

ｼﾘｺﾝﾈﾗﾄﾝ　11Fr　（OP 5） 3
ﾈﾗﾄﾝｶﾃｰﾃﾙを10cmに切ったものに赤・青・黄とテープを貼り、
それぞれ色違いを3本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

綿テープ巾１cm 綿ﾃｰﾌﾟを60cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れAC滅菌する。
綿テープ巾２cm 綿ﾃｰﾌﾟを60cmに切り滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れAC滅菌する。
ｼﾘｺﾝﾈﾗﾄﾝ　11Fr　2本 ﾈﾗﾄﾝｶﾃｰﾃﾙを7cmに切り2本滅菌ﾊﾞｯｸﾞに入れEOG滅菌する。

名称 備考
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（１２）滅菌生理食塩水作成業務

　　①生理食塩水の蓋の部分にＥＯＧ滅菌テープを留める

　　②１本入りは大きさにあった滅菌バッグを作成し、生理食塩水を入れＥＯＧ滅菌する

　　③２本入りは大きさにあった滅菌バッグを作成し、生理食塩水を入れ二重包装にしてから

　　　ＥＯＧ滅菌する

（１３）規定日業務

　　・カテ室用補充材料業務・・・随時

　　・既滅菌庫滅菌生理食塩水補充業務・・・随時

（１４）借用器械受付け・確認・滅菌業務

項目 内容
器械受付け ①器械納入担当者が器械を搬入してきたら、手術予定表を見て患者名を確認する

②器械納入担当者に指定のファイルに記入してもらう

点数確認 ①器械納入担当者立会いのもと滅菌する器械だけに仕分けをしてもらう

②器械点数を確認する

滅菌確認 借用器械が使用される手術を担当する看護師に、借用器械を確認するかどうかの

確認をとる

滅菌準備 ①借用器械を一点ずつ確認を行い汚れがある場合には用手洗浄を用いて洗浄する

②洗浄・乾燥工程が終了したら、器械を元のケース・専用バットに入れる

③手術予定表を見て滅菌テープに術式・器械点数・滅菌有効期限を明記する

⑤未滅菌のインプラントが借用器械に含まれているような器械類は、コスト表に

印をつけ準備する。

⑥滅菌テープには必ず使用患者名を記載して混入を防ぐ

滅菌 ①重量があるものは下段に入れ滅菌する

②同じ患者の器械は同段に載せる

③手術開始時間の早いものから優先的に滅菌する

保管 ①１人の患者の器械全ての滅菌工程が終了したら既滅菌庫へ搬送する

②既滅菌庫の手術準備指示書の患者名・術式を確認してから保管する

③コスト表がある器械は一緒に添付する

④布やクルムで包装した器械内容がわかるように、写真を撮影印刷し上部に貼付する
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（１５）リネン業務等

①朝の業務

　・洗濯されたリネンは朝返却されるので、各返却場所ごとに仕分けをし収納する

②日常業務

　・手術室ごとに区分されているリネンラックに残っているバスタオル数を確認して、定数分よ

　　　 り多めに請求する（定数８枚・カテ室は２番３番は１つのラック）

　・バスタオルが納品される間に、抑制帯（手用・ 脚用）の補充を行う

　　　　※必ずしも定数分の数量があるわけではないので、偏らないように分配する

　・バスタオルが納品されたら汚れがないことを確認して、四つ折りにしてリネンラックに収納

　　　 する

　・患者覆いは保温庫内に入れ、不足のないよう補充する

③午後の業務

　・各部屋ごとの衛生材料カート、リネンカートは既滅菌庫の定数表をもとに作成、補充を行う

　・各手術室衛生材料カート、リネンカートの交換を行う

④外来手術室のリネン業務

　・外来手術室滅菌物カート定数表をもとに、随時カート補充を行う。
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（１６）衛生材料作成業務

衛生材料名 種類
バラガーゼ　１０枚入 １０枚入り、２０枚入り
くずガーゼ チップガーゼ１袋を３等分
綿花 脱脂綿の３分の１
エツキガーゼ １０枚入り
鉛入エツキガーゼ １０枚入り
当てガーゼ ６枚入り
ひも付きガーゼ ケッチャクＣ
腰ひも
青タオル
脳外タオル
心外タオル
外科バスタオル
カイザーバスタオル
ストッキネット３裂 ８０cm
ストッキネット４裂 １２０cm
コメガーゼ 鉛入タンポンガーゼ　２０cm２０枚
タンポンガーゼ ５ｍ
エース帯 ３裂、４裂、６裂
弾性包帯 ２裂、３裂、４裂、６裂
血管テープ 赤・青・緑・黄(細：2mm)
四角布
滅菌スピッツ
滅菌シャーレ

（１７）手術室、外来手術室スリッパ洗浄業務

　　① 一日３回以上手術室へ行き、スリッパを回収する

　　② スリッパ洗浄機を用いて洗浄を行う

　　③ 洗浄終了後、スリッパラックにかけ自然乾燥を行う

　　④ 随時乾燥しているスリッパを手術室更衣室、外来患者更衣室に収納する

（１８）検体処理室の器械立交換業務

　　① 当日朝に検体処理室に行く

　　② 検体処理室内の器械立を回収及び交換する

　　③ 回収した器械立を器械洗浄する

　　④ 洗浄終了後、乾燥機にて乾燥させる

　　⑤ 翌日、検体処理室に回収及び交換に行く
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（１９）外来手術室使用器械の回収（～16:30まで）

　　① 午前、午後に分けそれぞれの手術が終わり次第電話連絡をもらう

　　② 回収台車を使用し、プラスチック手袋をはめ２Ｆ外来手術室に回収に行く

　　③ 回収した器械を洗浄担当者に受け渡す

　　④ 回収に用いた台車をアルコール清拭する

（２０）外来手術室使用器械の準備

　　① 手術準備指示書を用意し外来手術室へ行き機械の準備を行う

　　② 前日請求のあったリネン類の搬送

（２１）手術室内の整理整頓に関すること（12:00～20:30まで）

　　① 手術室の備品等の清掃

　　② 検体室の清掃、整理

　　③ 手術室の基本的な準備

　　④ 麻酔用品の後片付け、収納

（２２）手術室の物品管理に関すること（12:00～20:30まで）

　　① 物品のカート交換

　　② 衛生材料の作成をする
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４－５　病棟・外来器材滅菌消毒業務明細書

４－５－１　業務内容詳細
（１）回収供給対象部署
　ア　一次洗浄・消毒業務対象部署
対象部門 時間 対象部署
病棟 ５階 ＩＣＵ
１８箇所 ８階

９階 北病棟・南病棟
１０階 北病棟・南病棟
１１階 北病棟・南病棟
１２階 北病棟・南病棟
１３階 北病棟・南病棟
１４階 北病棟・南病棟・透析室

外来 １階 内科・救急外来・外科・脳神経外科
１７箇所 ２階 口腔外科・耳鼻科・整形外科・Ⅹ線・薬剤部

循環器科・眼科
３階 産婦人科・皮膚科・小児科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・泌尿器科

内視鏡室
４階 病理検査室

　　回収時の手順
　　①　返却器材と返却リスト、セットメニューリストの回収を行う。
　　　　注）各部署で器材を置く場所が指定されている。
　　　　注）回収時に看護師及び看護助手の立会いは必要としない。
　　②　中央器材室搬送後リストと回収器材の照合を行う。
　　　　不足が生じた場合、部署に確認する。
　　③　器材の仕分けを行う。
　　④　洗浄準備を行なう。
　　　　注）回収容器の洗浄・熱水消毒を行なう。

　　供給の手順

　　①　供給物品リストの作成を行う。
　　②　チェック表に記入する　（回収者・確認者印の押印）
　　③　中央化器材に関しては病棟翌日午前、外来分は翌日午後に中型搬送機により搬送を行う。
　　　　依頼器材に関しては滅菌方法により異なるが中央化器材と一緒に
　　　　中型搬送機により搬送を行う。
        緊急を要する器材はその都度搬送を行う。

　イ　その他搬送業務非対象部署

　　①　滅菌が必要な物品を中材伝票とともに中央器材室に持参してもらう。
　　②　チェック表に記入する　（確認者印の押印）
　　③　包装を行い各種滅菌装置にて滅菌を行う。
　　④　翌日以降既滅菌保管庫に取りに来てもらう。

（２）器材別洗浄方法
器械分類 洗浄機器
一般鋼製器械・セット・空立・舌圧子・嘴管立・吸引カップ・
万能壷・注射器・トレイ・吸引嘴管など
薬剤部ビン、ポリ容器、回収容器など

北病棟・南病棟・分娩室・新生児/未熟児センター

ジェット式超音波洗浄機・
ウォッシャーディスインフェク
ター
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（３）滅菌

　　　①　４種類の滅菌法を使い分けて滅菌を行う。

　・オートクレーブ滅菌（ＡＣ滅菌）･･･ 一般鋼製器械(耐熱・耐湿性の器材)

　・エチレンオキサイド滅菌（ＥＯＧ滅菌）･･･ 非耐熱性器材

　・過酸化水素低温プラズマ滅菌･･･ 非耐熱性希少器材(セルロース製を除く)

  ・過酸化水素ガス滅菌･･･ 非耐熱性希少器材(セルロース製を除く)

　　　②　滅菌方法の選択ミスを防止する為に滅菌方法ごとに仕分けして配置する。

　　　③　滅菌実施前に滅菌内容が判別できるように、滅菌器ごとに設置されているリストに必ず記

　　　　　入し、ＬＯＴ番号をスタンプする。

　　　④　紙面とフィルムがある滅菌バッグを並べて滅菌する場合は、紙面側とフィルム側が交互に

　　　　　くるように滅菌器に積載する。

　　　　　※紙面同士・フィルム同士が接着していると、滅菌剤暴露時及び乾燥時に滅菌不良の原因

　　　　　となる。

（４）伝票（中材伝票）について

　　　①　伝票の総数は１枚になっている。

　　　②　各部署回収時作業

　指定の回収作業場所に依頼の器材と一緒にクリアファイルに入れて置いてあるので回収

　する。そのタイミングで担当助手及び看護師に臨時請求、滅菌依頼請求、交換器材請求

　を記載してもらう。

　　　③　解体時作業

　回収した伝票を基に回収器材に汚染されないように担当者が滅菌依頼等の数量が正しい

　か確認する。

　　　④　組立時作業

　組立エリア作業スタッフは、滅菌器積載時に伝票と照らし合わせて行なう。

　　　⑤　搬送時作業

　搬送担当スタッフは、伝票を基に数量を確認し中型搬送機にて各部署へ送る。搬送先の

　部署は伝票に受領印を押印し中央器材室へ返却する。

（５）ガーゼ類供給業務

　　　①　ＳＰＤにて管理している衛生材料の払出を行う。

マルチテトラーゼ№２ 14821

マルチテトラーゼ№３ 14836

シングルパッド1515 19070

シングルパッド1530 19071

シングルパッド2630 19072

滅菌ドレーンガーゼ 19026

（６）酸素ボンベ搬送業務

　　　①　依頼があった部署に酸素ボンベを運び、使用済みの酸素ボンベを回収する

※酸素ボンベには必ず札を付ける

　　　②　月初に、前月の酸素ボンベの払出し集計を計算し、物品交付請求書（以下「青伝」とす

　　　　る。）に集計後の酸素ボンベ数を記入して、庶務課経理係担当者に提出する

　　　③　業者からの酸素ボンベ納品時には、納品本数記入用紙に必ず記入する
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（７）薬剤部返却されたトレーの処理方法
　　　①　トレーをＷ／Ｄで洗浄する

　　　②　乾燥機に入れる

　　　③　エタノールで拭く

　　　④　清潔なビニール袋に入れて返却する。

（８）ガーセ類作成業務
ガーゼ名 作業内容

リバコメガーゼ ①タンポンガーゼを１６cmの長さに切る

②両端を５mm程度、先端の細い物（針など）でガーゼをほぐす

耳鼻科タンポンガーゼ ①タンポンガーゼを２０．５cmの長さに切る

②両端を５mm程度、先端の細い物（針など）でガーゼをほぐす

③二つ折りにして６枚単位でセットにする

④３セット分を滅菌バッグに入れて滅菌する

①ガーゼ１０mを３等分にする

②規定の折り方でガーゼを折り、滅菌バッグに入れて滅菌する

つなぎガーゼ ①四つ折りガーゼを広げて、ガーゼとガーゼの角をつなげる

②つなげたガーゼをジャバラ折りにする

③請求に応じてつなげる枚数を変える

綿球の単包 ①大綿球は１袋に４球・小綿球は１袋に２０球滅菌バッグに入れる

②シーラーをして日付を入れる

③５袋単位にして、ホチキスで止める

④ひも付き綿球は１袋に５球入れて滅菌バッグに入れる

シリコンガーゼ ①シリコンガーゼを２０cmx１５cmに切り、滅菌バッグに入れる

②滅菌バッグの表面にサイズを記入しておく

【ガーゼの単包の種類】

　　①四つ切りガーゼ　１枚入

　　②四つ切りガーゼ　２枚入

（９）中央器材室管理日誌作成業務

　　①当日の勤務者

　　②ＡＣ・ＥＯＧ・プラズマ各滅菌器の稼働数・滅菌性能検査報告

　　③器材の滅菌物依頼・単品・鑷子・セットの稼働数

　　④ＯＰの滅菌数

　　⑤①～④を全て記入後、手術室師長に提出

（１０）消耗品の在庫管理業務

　　①直送品注文用カード（以下「ＦＡＸカード」とする。）での注文

　　　･･･滅菌バッグ・洗浄剤・衛生材料等消耗品

　　②医薬品交付請求書（以下「黒伝」とする。）での注文

　　　･･･ピューラックス・マスキン液・ディスオーパ 1台

　　③青伝での注文

　　　･･･酸素ボンベ・ＥＯＧボンベ・器材購入・器材修理等

③１枚ずつジャバラ折りにして３枚単位で滅菌バックに入れて滅菌する

ＯＫガーゼ（食道用ガーゼ）

4-5-61



（１１）棚卸し業務

　　①　月初めの水曜日に、各部署内の定数チェックを実施する

　　②　定数チェック表に、セット・鑷子類・単品の数量を確認する

　　③　滅菌期限切れ・滅菌バッグの破損等も確認する

　　④　定数が不足している場合は各部署で探してもらい、見つからない場合は速やかに紛失届けを

　　　提出してもらう

　　⑤　当日業務終了後、既滅菌庫と作業場にある全ての器材を、チェック表に基づいて確認する

　　⑥　最終的に器材室内の器材と、各部署の器材の合計数を算出し、総在庫数を病棟・外来器材滅

　　　菌管理システムへデータの登録を行う

（１２）紛失届け・破損届け・定数変更時の業務

　　①　紛失届けが提出されたら、確認してその場で器材を渡す

　　　　　※必ず払出した器材は補充する。特に外来は規定の定数があるので忘れないようにする

　　②　破損届けが提出された場合は、器材室内に器材が戻ってきたら補充する

　　　　　※外来は補充を忘れないようにする

　　③　定数変更届けが提出された場合は、器材が戻ってきた時点で変更の手続きを行う

　　④　都度、病棟・外来器材滅菌管理システムへデータの登録を行う

　　　　　※紛失届けに関しては、年度末に紛失一覧表を作成し、手術室師長に提出する
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４－６　手術室補助業務明細書

４－６－1　業務内容詳細
（１）患者入室前準備

　　①ベッド充電器片付け

前日に手術用ベットに接続された充電器を取り外し所定の位置に返却する。

　　②冷蔵庫温度チェック

手術室内（手術室№３除く）・麻酔庫・薬品庫の温度チェックを毎日行う。

手術室の温度チェックノートへ温度を記載し、異常がある場合は当日の手術割当て担当看護師

（以下、「リーダー」とする）へ報告する。

　　③手術室内への輸液・薬品・消毒薬・バスタオル補充（手術中または手術終了後も適時行う）

定数表をもとに収納場所【保冷庫・温蔵庫・輸液棚・消毒棚・麻酔カート】の定数チェックを

実施し補充する。

※有効期限チェックも合わせて行う

　　④前日の検体搬送

前日搬送されなかった検体が依頼書に記載された患者名とラベルに記載された患者名が合致し

ている事を確認する。その後、病理室スタッフへ連絡を行い詳細を報告し搬送する。

※搬送ノートに搬送日・科・患者名・容器種類、数量を記載

　患者名等が合致しない場合はリーダーへ報告する。

適時行う）残量チェックを実施し、空になる前に補充または交換する。

※消毒液・手洗い石鹸交換時には交換日を記載

場所 物品名

手洗い場 クリーンタオル

ペーパータオル

手洗いブラシ

シャボネット

ポピヨンヨードスクラブ

マイクロシールドスクラブ

ヒビスコール液

　　⑦手術室内冷蔵庫の水抜き（手術室№３除く）

冷蔵庫の下部にある受け皿に溜まった水を取り除く。

※目安　夏:週２～３回　冬：隔週１回

　　⑧共有スペースの整理整頓（手術中または手術終了後も適時行う）

器械台、衛生材料カート、ワゴンを所定位置へ返却または整理整頓をする。

　　⑨フロートロン運用

各手術室２件目以降の本体を、規定の用紙に記載してある番号と照し合せる。

　　⑤クリーンタオル・手洗い石鹸・手洗いブラシ・消毒液補充または交換（手術中または手術終了後も

消毒液スタンド
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　(２)患者入室前部屋準備

　　①当日手術用準備

前日に緊急カイザー用にセッティングされた手術室をリーダーに確認してから当日予定手術の

部屋に変更する有無を確認し、当日用に手術室を準備する。

　　②ベット及び周辺準備

術式に合わせてベッドメイク・固定器・手台・生体モニターコード・ウォーマー・椅子等を準備する。

　　③ＭＥ機器及びモニター類準備

術式及び指定されたＭＥ機器及びモニター類を準備する。

　　④麻酔グッズ準備

a 全麻セット（喉頭鏡・スタイレット・ヘットバンド・シリンジ）

b 人工鼻フィルター

c フェイスマスク（中）

　　⑤使用済み薬品入れ準備

壁掛けビニール袋を使用済み薬品入れに被せる。

　　⑥使用済みラリンゲルマスク入れ準備

麻酔庫にあるラリンゲルマスク入れを手術室内の麻酔カートに準備する。

　　⑦器材類の部屋搬入（器械・衛生材料等）

行われる手術の患者名を確認し既滅菌庫に準備してある患者別準備器械と患者別にピッキング

してある衛生材料を手術室へ搬入する。また両方の患者名が合致している事を確認する。

※リーダーに手術室の変更無い事を確認してから行う

搬入後は患者別準備器械に添付されている使用器械準備と患者別ピッキングに添付されている

手術予定表を自動ドア付近に貼付する。

d 使用済み麻酔入れ用膿盆

e 吸引チューブ

4-6-64



　(３)手術中

　　①患者入室後のベット及びストレッシャー片付け

患者が手術台へ移動後、廊下に出されたベット及び周辺機器を病棟へ連絡して返却する。

　　②物品補充

残数チェックを行い、補充または請求依頼する

場所 物品名

リネン保管庫 ＤＶＤディスク

ブルーレイディスク

ビデオテープ

検体室 ムシピン

細胞固定液

ルゴール液

ホルマリン液

テプラテープ

各手術室内 各種印刷物

裁断済みワーデル２種類

裁断済みストッキネット

ビニール袋５種類

ロッカールーム 軍足

掃除ロッカー 養生テープ

検体スピッツ

　　④ＦＦＰ解凍機の水交換

手術室№８前に設置してあるＦＦＰ解凍機の水を適時交換する。

　　⑤次の手術準備

手術予定表を確認して入室時間の早いものから衛生材料・使用予定器械をワゴン等に準備し、

麻酔関連グッズ・ＭＥ機器・モニター類・固定器等も準備しておく。

　　⑥患者搬送用マットビニール交換

マットに被せられている古いビニールを取り外し、ロール状になっている新しいものをミシン

目に沿って切り取り、３箇所のマットに被せる。

　　⑦検体処理室の整理整頓

病理検査室から返却された検体用容器を所定の場所へ収納し、生理食塩水等の輸液ボトルが散

乱していたら破棄または整理する。

　　⑧ＭＥ保管庫の整理整頓

当日使用されるＭＥ機器を準備しやすいよう配置または所定の位置へ収納する。

　　⑨温蔵庫の整理整頓

カイザーで使用される滅菌バスタオル・おくるみの定数チェックを実施し補充を行う。

薬品カート
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　　⑩ＭＥ №２庫の整理整頓

体位固定枕カバー・手台ストッキネット・固定用ソフトナース ストッキネット等が破れや消

毒薬等で汚れていたら交換する。

　　⑪放射線防護衣の整理整頓

所定の位置に返却する。

　　⑫ワーデル、ストッキネット、麻酔用吸引チューブの裁断作成

a ワーデルを決められたサイズに裁断する(２種類)

b ストッキネットを約３０ｃｍ程度裁断し円状する

c 麻酔用吸引チューブを決められたサイズに裁断する。

　　⑬検体搬送

迅速病理診断で使用した検体を病理検査室から返却されたら患者名の確認を行い、手術が行わ

れている手術室へ搬送する。

　　⑭その他

a 液体窒素交換（毎週水曜日）

b 休憩室の包衣交換（毎週金曜日）

c 血液保冷庫の記録用紙交換（月初め）

d フィットフィックス（吸入ビン）フィルター交換

e 外来患者の術衣の片づけ（面談室）

f 手術部委員会　部屋準備（毎月第２木曜日）

　(４)手術終了後

a 手術担当外回り看護師より退出用準備の依頼が入る。

b 準備依頼のあった部屋の患者名を確認する。

c 手術室入口またはＩＣＵ入口にあるベット・ストレッチャーを取りに行く。

d 患者名プレートを確認して依頼のあった手術室前へ搬送する。

e 出入りの邪魔にならない場所に設置後、患者名プレートを手術担当外回り看護師に掲示し、

　確認する。

f 手術室内にいる看護師に患者名を伝える。

　　②器械カウント・返却（※例外有り）

a 手術終了後、手術担当看護師による器械カウントが終了した後、看護師より返却依頼が入る。

b 器械メニューリスト・添付写真・使用器械準備指示書をもとにカウントする。

c 使用器械準備指示書に返却器械・返却時間・返却確認者名を記入する。

d 手術室番号・返却器械名・連絡事項・感染症の有無の連絡を器材室へする。

e 手術使用器械を専用台車に乗せ、器材室へ返却準備を行う。又、使用済みのリネン及びディスポ

  シーツは所定の位置へ片付ける。

　　①患者退出用ベット・ストレッチャー準備

4-6-66



　　③ＭＥ機器及びモニター類の搬出

電源がすべてＯＦＦになっている事を確認し所定の位置に返却する。

　　④ＣＯ ボンベの補充

空になったＣＯ ボンベを手術室入口の空ボンベ入れに収納し新しいものを代わりに補充する。

　　⑤ベット周辺片付け

使用された手台・固定器等を所定の位置に返却する。

　　⑥使用済み薬品片付け

使用済みの薬品入れに患者名の入った手術予定表も一緒に入れビニール袋を縛り、麻酔庫に設

置してある容器に入れる。

　　⑧未使用器械・材料返却

未開封・汚染等有無を確認し所定の位置に返却する。

　　⑨検体一次保管トレイ確認

搬送用検体が手術終了後も一次保管トレイに残っていないか確認する。

※残っていた場合は、自己判断せず、必ずリーダーに確認する。

　　⑩緊急カイザー用準備

a 当日の１６時頃に当日のリーダーに準備する手術室の確認する。

b 緊急用衛生材料・ＭＥ機器・ベビー台車等を準備し、ベット作成する。

c 上記をそれぞれ所定の位置に配置する。

d ベビー台車、吸引、電メス、ウォームタッチは、接続しておく。

e 翌日使用する予定の手術で必要な衛生材料、支持器、ＭＥ機器等は、部屋の前へ置く。

　　⑪翌日の手術準備入れ込み

a 翌日の手術予定表をもとに午前入室予定になっている手術の準備する。

b 患者別ピッキング衛生材料をワゴン等に準備する。

c 術式及び指定されたベット・ＭＥ機器等を準備する。

d 準備した部屋を夜勤リーダーに申し送る。

  ※使用中等で準備出来ないものがある場合も併せて申し送る。

e 朝一手術分のフロートロンを準備する。

　　⑫機器の電源ＯＦＦ

予定手術がすべて終了した部屋または業務終了前

場所 機器名

各手術室 麻酔器

（手術室№２・３除く） 医師用ＰＣ

電子カルテＰＣ

室内蛍光灯

冷凍庫（月・水・金曜日のみ）

手洗い装置

手術室８前 ＦＦＰ解凍機

簡易滅菌器

※緊急用カイザー部屋は、ＯＦＦにしない

規定の用紙に従い、手術終了後に物品が紛失していないか確認する。合わない場合は、夜勤リ

ーダーに申し送る。

※定数の確認報告のみで捜索はしない。

手洗い場

　　⑬手術終了後の物品チェック
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　　⑭各手術室内設置アンプルトレー収集（手術室№２・３除く）

毎週末に予定手術が終了した部屋から行う

a 各手術室の麻酔カートに３枚と電子カルテ台に１枚設置してあるアンプルトレーを回収する。

b 台車等に回収したトレイをまとめる。

c 手術室管理室付近に移動させ、リーダーへ申し送る。

d 洗浄器を用いて看護師が洗浄を行い、各手術室へ供給される。

　　⑮手術室№２・３のべット作成

当日手術の終了後に、夜間緊急用としてベットを整える。術間は行なわない。

　　⑯ベット架台の充電

業務終了前に、曜日毎に定められたベット架台を充電し、夜勤担当看護師へ報告する。
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