院外滅菌消毒業務委託仕様書

院外滅菌消毒業務委託仕様書
高知県・高知市病院企業団（以下「甲」という。
）と受託請負業者（以下「乙」という。
）は、高
知県・高知市病院企業団立高知医療センターの院外滅菌消毒業務について、本仕様書に定めるとこ
ろにより業務を遂行する。
１ 業務委託名称
高知医療センター院外滅菌消毒業務
２ 業務委託期間
平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで
３ 業務の目的
甲において、医療が円滑かつ計画的に行われるよう、医療機器等の滅菌、消毒を行うととも
に、業務の実施にあたっては、甲と甲が別途契約を行う院内滅菌消毒業務受託者（以下「院内
滅菌業者」という。
）との連携を図ることにより、衛生的で効率的な医療環境を提供することを
目的とする。
４ 委託業務概要
（１）甲又は甲が別に指定する者（甲が別に契約を締結する院内滅菌消毒業務受託者（以下「指
定業者」という。
）からのエチレンオキサイドガスにより滅菌消毒業務を行う医療器材の引取
り業務
（２）医療器材の配送、滅菌、検品業務
（３）滅菌が完了した医療器材の納入業務
５ 業務内容
甲が診療に使用した医療機器等のうち、エチレンオキサイドガスにより滅菌消毒業務を行う
医療器材について、甲の施設より引取り、院外の乙の滅菌施設において滅菌等を行った後、当
該医療器材を甲に納入する業務を行うこと。
（１）エチレンオキサイドガス滅菌（以下「EOG 滅菌」という。
）対象医療器材
別紙「院外滅菌消毒業務内訳書」のとおりとする。なお、別紙に記載のない項目で、EOG
滅菌の必要が生じた場合は、甲乙協議のうえで実施する。
（２）医療器材の引渡（引取り・納入）業務
① 引渡場所
高知医療センター２階 中央滅菌材料室
② 引渡日時
月曜日から金曜日まで 8：30～9：30 １回／１日
土曜日・日曜日・祝日 緊急対応
医療器材の引取りから納入までの日数は、原則として３日間とする。ただし、甲が納入
すべき日を引取日の翌日と指定した医療器材については、
「臨時分」として引取日の翌日に
納入を行う。
（納入日が土曜日、日曜日、又は祝日等の場合は、直近の営業日を納入日とす
る。
）
臨時分として依頼を受けた医療器材については、別紙「院外滅菌消毒業務内訳書」に記
載する単価に 0.2 を乗じた額を加算して請求できるものとする。
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（３）引渡時確認事項等
① 引取り時
ア 乙は、甲から依頼を受けた医療器材の滅菌内容、種類及び数量を甲又は指定業者とと
もに確認し、相違がなければ「医療器械材料滅菌伝票」に確認のサインを明記し、引取
るものとする。このとき、引取る器材の破損・損傷のチェックも併せて行う。
イ 医療器材の引取りには、不潔用の専用コンテナを使用する。
ウ 医療器材をコンテナに収容する際は、コンテナ用シーツを敷き鋭利な器具・ガラス類
等の破損しやすい器具には十分注意して、コンテナ用シーツで包み込むようにして保護
する。
② 納入時
ア 医療器材の納入にあたっては、滅菌内容、種類、及び数量について甲又は指定業者の
確認を受けるものとする。
イ 甲又は指定業者は、納品のあった医療器材の滅菌状態、種類数量を確認し、相違がな
ければ「医療器械材料滅菌伝票」に確認のサインを明記し、交付するものとする。
ウ 滅菌した医療器材には、指定した箇所に滅菌日、部署名、病院名を表示するものとす
る。
６ 滅菌業務
次のとおり、滅菌処理を行い、滅菌処理後の滅菌効果の測定を行う。
（１）滅菌方法
滅菌媒体
エチレンオキサイドガス
温度
40～60℃
（２）滅菌効果の測定
① 物理的滅菌確認
１滅菌工程毎に滅菌装置に設置された計器による滅菌記録データにより、設定滅菌条件
とおり行われたかを確認する。
② 化学的滅菌確認
１滅菌工程毎に化学的インジケータを挿入又は貼付し、インジケータの色の変化により
滅菌判定結果を確認する。なお、化学的滅菌確認方法は、ISO 規格によるクラスに準ずる。
③ 生物学的滅菌確認
１滅菌工程毎に最も滅菌が困難と予測される場所に生物学的インジケータを積載し、滅
菌終了後に培養結果の測定を行う。
④ リコール（再滅菌処理）
上記①から③の滅菌確認の結果、不備を確認した場合はリコールを実施する。
７ 乙の責務
（１）一般的注意事項
乙は、業務を遂行するに当たり、病院が公的医療機関として県民に適切な医療サービスを
提供するものであることを十分認識し、病院業務に従事する職員としての自覚を持ち、信用
を失墜する行為をしてはならない。
（２）関係法令の遵守
乙は、
業務を遂行するに当たっては、
医療法及び医療法施行令等関係諸法令並びに高知県、
高知市、厚生労働省その他関連省庁の取り決める関連法規及び通知等を遵守すること。
（３）標準作業書及び業務案内書
受託業務の適正化及び標準化を図るため、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）
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第９条の 14 第 11 号に規定する標準作業書を常備し、従事者に周知徹底させるとともに、受
託業務の内容及び方法等を明確にするため、医療法施行規則第９条の 14 第 12 号に規定する
業務内容書及びその他必要な帳票類を常備し、甲が提出を求めた場合は、速やかに対応する
こと。
（４）業務遂行体制の確立
乙は、業務の円滑な遂行のための体制を整えるとともに、作業手順を記した作業マニュア
ル等を作成し、それらを遵守すること。また、甲が提出を求めた場合は、速やかに対応する
こと。
（５）守秘義務
乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除及び
契約期間が終了した後においても同様とする。なお、乙は、研修等を通じて業務従事者に対
して、プライバシーの保護の重要性を十分に認識させるなど、個人情報の保護に万全を期す
ること。
（６）帳票類（電子媒体含む）の整理整頓・持ち出し禁止
乙は、本業務に係わる帳票類を整理保管し、甲が要求した場合は速やかに提示すること。
なお、これらを甲の許可なく持ち出してはならない。
（７）要望等の調整義務
乙は受託業務の履行にあたり、甲から要望、相談等があった場合には、協議のうえこれら
の調整を行うものとする。
（８）業務期間中の服装等
乙は、業務従事者に業務遂行に適切な服装及び名札を着用させなければならない。
（９）業務環境の整備
乙は、業務に係る環境を常に清潔な状態に保つよう努めること。また、電気、水道等の使
用及び火気点検等安全管理に万全を期すること。
（10）業務従事者への指導教育
乙は、業務の実施に先立って業務従事者に対し、業務処理に必要な教育訓練を実施し、甲
の管理運営に支障を来さないよう万全を期すこと。
（11）業務日誌及び業務完了報告書等の提出
乙は、日々の業務終了後、業務日誌（日報）を作成し、甲の要請に応じて提出すること。
また、毎月月末においては月次業務完了報告書（月報）を速やかに提出すること。
（12）医療関連サービス
乙は、一般社団医療関連サービスマーク振興会の定める「院外滅菌消毒業務」の認定基準
を満たし、医療関連サービスマークの交付を受け、その業務管理体制を維持すること。
（13）緊急時の対応
乙は、緊急時の備えを万全にすること。なお、当病院は基幹災害医療センターであること
を念頭に置き、災害時の業務が滞らないように努めることとし、災害発生時や大規模事故発
生時には、適切に対応すること。
（14）損害賠償責任
乙は、その責に帰すべき事由により委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えた
時はこれを賠償しなければならない。
（15）報告事項等
甲から、業務の履行に関する資料提供の要求があったときは、速やかに提出すること。ま
た、医療監視等の行政監査・指導のあった場合、関係帳票及び関係資料の作成等について、
甲に協力するとともに、甲又は関係官公庁等から指示指導を受けた事項については、速やか
に改善すること。
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（16）再委託の禁止
乙は、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合を除き、受託した業務の全部又は一部
を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
８ その他
この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
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別紙「院外滅菌消毒業務内訳書」

No

品名

1

プローベ（一般）

2

OP ファイバー（特大）

3

OP パック（A）二重包装

4

OP パック（B）二重包装

5

OP パック（C）二重包装

6

OP パック（D）二重包装

7

OP パック（E）二重包装

内容（一例）

リトクレストセット他

経食道ﾌﾟﾛｰﾌﾞ、硬性気管支鏡セット、軟性鏡大、フンムキセット（ﾊﾞｯﾄ入）他

尿道ファイバー、気管支ファイバー他

タニケットセット、生検鉗子、把持鉗子、小児用 BVM、新生児用マスク他

PNL 発信器、エンドオキュラープローブ、ソリッドファイバースコープ、腹腔鏡用ﾏｲｸﾛﾀｰｾﾞ、顕微鏡用ｷｬｯ
ﾌﾟｾｯﾄ（ﾊﾞｯﾄﾞ入）、針状内視鏡（ﾊﾞｯﾄ入）他

ガイドワイヤー、ライトガイドコード、ラパロスコープ用ヒーター、緑トンネラー、マイクロターゼ電極/コー
ド、ﾄﾘﾌﾛｰ、ﾊﾝﾏｰ、針電極ｾｯﾄ、腎臓ｹｰｽ他

オルソラップ②③、キリ、タイガン、タイラップセット（８入）、ダイレーターセット（６入）、マイクロターゼプロ
ーブ、マイヤーペッサリーカッター、ライトガイド、ライトガイド付レトラクター、顔面神経刺激装置、心外用

8

OP パック（F）二重包装

ワニピン、青ベルト、軟性鏡用バッテリ、IML 鉗子、ステージプローブ、チェーン膀胱セット、ピークフロ
ー、フレックスチューブ、マンモ検査トレー、圧迫板、砂のう、鼻腔洗浄器、噴霧スプレー一式、フンムキ先
のみ/フンムキ他

ウェットフィールドイレーサー、シバガイドプローブカバー、シリコンシート、スカルピン（３入）、プロテー
ゼ、レンズカバー、痔核セットラバーリング（５入）、硝子体レンズ、神経モニタ電極、固定式トルカーA/B、

9

OP パック（G）二重包装

NV 電極針（２入）、ウォーターピック先、エスマルヒ、ゴム管、シーネ、シリンジ栓、スプレーボトルのみ・ス
プレー容器、チタンプレート合金、ブロング、ペンローズドレーン、ポールパンチ、ホッツ床トレー、枕、マ
スク超未用、義眼、小児用テストラング/マスク、保育袖他

10

パック（A）

上記 No.3 と同内容のもの 一重包装

11

パック（B）

上記 No.4 と同内容のもの 一重包装

12

パック（C）

上記 No.5 と同内容のもの 一重包装

13

パック（D）

上記 No.6 と同内容のもの 一重包装

14

パック（E）

上記 No.7 と同内容のもの 一重包装

15

パック（F）

上記 No.8 と同内容のもの 一重包装

16

パック（G）

上記 No.9 と同内容のもの 一重包装

17

呼吸器回路一式

18

チューブ（B）

19

電極コード

20

マウスピース

21

リーマボックス（ﾊﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ）

22

バイパップ回路等

23

テストラング

24

BVM（バックバブルマスク）

レジンチューブ

