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佐世保市総合医療センター中央滅菌室業務仕様書 

１．業務概要  1) 滅菌室及び中央手術室における医療用器材の洗浄・滅菌・管理・搬

送業務 (以下、「中央滅菌室滅菌業務」) 

 2) 手術室清掃業務及び補助業務 

 3) 内視鏡センターにおける医療用器材の洗浄・滅菌・管理・搬送業務 
(以下、「内視鏡センター滅菌業務」)  

 

２．履行場所  佐世保市平瀬町９番地３ 

佐世保市総合医療センター 

 

３．期  間  令和元年 11月１日か令和 5年 3月 31日までとする。 

        なお、土・日曜日、「国民の祝日に関する法律」第２条で規定する休日

及び年末年始（12月 29日～1月 3日）は基本的に除くが、４日以上連

続する長期連休となる時は、業務に支障の無いよう稼働日を調整し対

応すること｡（長期休暇の場合、４連休で 1 回、６連休で 2 回の出勤

を想定） 

 

４．時間及び作業人員 

  (1) 中央滅菌室滅菌業務 

業務時間は 8:00～20:30 とし、仕様書に対応できる人員を配置すること。 

搬送は 8:30～16:00 とする。 

≪参考－現在の配置について≫ 

滅菌 日勤   8:00～17:00（8 名）  内 1 名が手術室担当 

        早出   7:30～16:30（1 名） 遅出  10:00～19:00（2 名） 

搬送      8:30～16:00（2 名） 

 

 (2)  手術室清掃業務及び補助業務 

業務時間は 8:00～20:30 とし、仕様書に対応できる人員を配置すること。 

 ≪参考－現在の配置について≫ 

 8:00～19:00 (2 名)  

 

 (3)  内視鏡センター滅菌業務 

業務時間は 8:00～19:00 とし、仕様書に対応できる人員を配置すること。 

 月～木曜日： 8:00～17:00 (1 名) (休憩 12:00～13:00) 

    9:00～13:30 (1 名) 

   14:30～19:00 (1 名) 

 金曜日： 8:00～17:00 (1 名) (休憩 12:00～13:00) 

    9:00～13:30 (1 名) 

   13:30～19:00 (1 名) (休憩 15:00～16:00) 

(4) 受託責任者及び副受託責任者 
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①受託責任者  １名 （実務経験 3 年以上） 

②副受託責任者 ２名 

 

５．基本的事項 

受託者は、本院が、急性期医療をはじめとした高度先進医療を提供する基幹病院で

あることを理解し、以下の事項を遵守し、安全で確実な洗浄・滅菌業務を実施し、医

療の質の向上に貢献できる体制を整えていること。 

(1) 院内感染管理を充分理解し、スタッフの安全管理と滅菌器材の安全性及び品質

確保を図れること。また、感染対策について積極的に情報収集し、院内に還元

できること。 

(2) 患者のプライバシーに最大の注意を払い、業務上知り得た患者の個人情報を他

に漏らしてはならない。 

(3) 院内での接遇マナーに充分配慮し、事故防止などの徹底ができること。 

 

６．業務内容 

   滅菌処理については別紙「各器材処理要領」に則った処理を行うこと。 

(1) 病棟・外来部門における使用器材の洗浄・組み立て・包装・滅菌・保管・払い 

出し 

(2) 手術室における使用器材の洗浄・組み立て・包装・滅菌・既滅菌庫への搬送 

(3) 滅菌室・手術室で取り扱う鋼製小物及びリユース器材の点検・整備・管理  

(4) 手術室で取り扱う材料・物品等の整備・補充・作成 

(5) 外来診療科・各病棟等への、不潔物品の回収及び滅菌物の供給 

(6) 滅菌室の清掃・滅菌設備機器の日常管理、定期的な自主メンテナンス 

(7) 手術実施予定日の前営業日に、術式別ピッキングリストに基づき、使用する診 

療材料等を取り揃え、所定の場所への配置（緊急手術の場合は、業務時間内で 

あれば即時対応） 

 

７．業務要領 

① 滅菌係 

 ア 滅菌室内の缶内清掃を実施する。 

イ オートクレーブ３台のボウィー・ディックテスト及びうち２台のテスト運転 

を実施する。 

ウ ボウィー・ディックテスト終了後、組み立てた滅菌物を台車に載せ滅菌を開 

始する。    最終滅菌 19:00～ 

(滅菌回数 オートクレーブ：4～5 回、低温プラズマ滅菌：12～15 回、ＥＯ

Ｇ滅菌：1 回) 

エ 窓口係から依頼された物品を滅菌する。 

オ 毎日の滅菌作業日誌の記入。ステラッドの管理記録紙の作成。 

カ 週一回、オートクレーブ３台定期点検の実施。 

なお、滅菌する機器は「中央滅菌室使用機器等一覧表」のとおりとする。 
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② 器械係 

ア 8:45～病棟から回収・搬送された器材を部署別に振り分ける。 

イ ウォッシャーディスインフェクターや超音波洗浄機で洗浄を行う。 

ウ 15:30～外来から回収・搬送された器材を部署別に振り分ける。 

エ ウォッシャーディスインフェクターや超音波洗浄機で洗浄を行う。 

オ 洗浄した器材は乾燥させた後、窓口係とセット係にセット組みを依頼する。 

 

③ 既滅菌係 

ア 滅菌後の滅菌室管理物品は、所定の場所に収納する。 

イ 滅菌済みの手術器材・物品を既滅菌庫へ収納する。 

ウ 手術の衛材などを点検・補充し、不足分を滅菌係に伝える。 

エ 各病棟･外来の器材・物品を各搬送カゴへ収納する。 

 

④ セット係 

ア 洗浄された滅菌室管理器材のセット組みを行い、器材やセットメニュー表(台

紙)の不足があった場合は、各部署の師長へ連絡し連絡票を提出する。 

イ 窓口係から渡されたオーダー表を滅菌室管理器材のチェック表へ記入し、払

い出しもれの確認をする。 

ウ 16:45～外来の器材を洗浄・乾燥させた後、部署別にセット組みを行う。 

エ 月に一度、既滅菌物の期限切れのチェックを行い、期限切れ器材は各病棟へ

行き点検を行うと同時に連絡票を提出する。(一年に一回器材の紛失状況票 

各部署の師長へ結果報告する) 

 

⑤ 窓口係 

ア 洗浄した器材を、台紙に沿ってセット組みし、不足があった場合は各病棟へ

連絡を行う。 

イ 各部署から入力された物品オーダーを 10:00 で締め、伝票を印刷し、伝票に

沿って払い出しを行う。 

※中央倉庫管理衛材（定数）の払い出しを行う。（毎日） 

ウ 10:30 に栄養係からきたオーダーの払い出しを行う。 

エ 11:10 までに病棟よりオーダーされた物品の払い出し準備を行う。 

11:10 以降の物品オーダーや滅菌依頼物品は、14:30 までに準備を行い搬送 

を行う。 

13:30 までに外来よりオーダーされた物品の払い出し準備を行う。 

オ 滅菌依頼や払い出し済みのオーダー表（印刷分）をセット係に渡す。 

カ 15:40～外来の依頼物品の組み立て・包装を行う。 

キ 外来より入力されたオーダーに沿って、各部署へ払い出しを行い、オーダー

と滅菌依頼分のチェックをする 

 

⑥ 手術室係 

ア 前日分の手術セット器材を、組み立てる。 
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イ 当日使用した（セット）メニュー表を元にトレー作成や空メッシュを作 

ウ 使用後の器材は、種類、材質により振り分け、ウォッシャーディスインフェ

クターや浸漬、超音波で洗浄する。乾燥後、（セット）メニュー表に従ってセ

ット組みを行う 

    セット組みの際は器材の点数確保を 2 名で実施し、メニュー表に確認サイン

をする 

エ 外部からの借り物の器械等は、必ず洗浄、乾燥後に滅菌を行う 

オ 手術に使用する器械等を、（セット）メニュー表と照合し包装する 

カ ＯＰ室内の滅菌物期限切れチェック（２週間に１回） 

   キ 使用後の手術機械をＯＰナースとダブルチェックしてメニュー表にサイン 

する。各手術室内又は滅菌室で実施する。 

 

⑦ 哺乳瓶係 

ア 哺乳瓶と乳首を哺乳瓶洗浄機で洗浄を行い、大型乾燥機で乾燥後、包装を行

う。(月曜日 20 ｹｰｽ・平日 5～6 ｹｰｽ) 

 

⑧ チューブ係 

 ア 使用した、グリーンチューブ・アンビューバッグをチューブ洗浄機で洗浄す 

る 

イ ハイター（0.02％）に 30 分浸漬後、再度チューブ洗浄機ですすぎ洗浄をする 

ウ 乾燥後、ビニール袋に入れパックする 

{グリーンチューブ（一日平均５本） 

アンビューバッグ（月曜日５～10 個、火曜～金曜５個）} 

 

⑨ その他 

ア 単包化されていない、衛材の作成をする。 

イ （セット）メニュー表(手術室・滅菌室管理の器材)の作成をする 

ウ 滅菌パックをサイズ別にカット・補充する 

エ 包装紙をサイズ別に折りたたみ補充する 

オ 手術室のサクションチューブをカット・補充する 

カ 手術室のバスタオル、抑制帯、靴下の洗濯作業 

キ 衛材・消耗品・診材の在庫管理を行う（発注・受領） 

ク ケッテルのフィルター交換（形成、婦人科、歯科） 

ケ 滅菌室の清掃 

コ 毎月の作業件数、手術件数の集計 

サ 年度末に滅菌室管理（器材、衛材）の在庫点検の集計。（６月頃実施） 

シ 手術室のスリッパ洗浄 

ス 手術室の手・足・頭用ストッキネット作成 

セ 手術室の滅菌物期限切れチェック、再滅菌、滅菌物の搬送・収納。 

ソ 書類（法定点検結果報告書、ＥＯＧ環境調査報告書、各機器点検報告書、修 

理点検報告書等）の保管、管理及び、必要な診材、鋼製小物の請求、依頼伝 
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票の記入、セット変更や点検日時等の広報等    

 

  ⑩ 搬送係 

   ア 各科使用済物品（不潔物品）を専用カートで回収し、滅菌室へ搬入する。 

（病棟、外来）（毎日） 

   イ 滅菌物（定期・臨時）を、滅菌室から各科へ専用カートで搬送し、収納する。 

（病棟、外来）（毎日） 

   ウ ミルク調乳に必要な「哺乳瓶・調乳器材」を滅菌室から栄養管理係へ専用カ

ートで搬送する。使用済みの「哺乳瓶・調乳器材」については回収する。 

（４Ｆ東西病棟、NICU）（毎週月～金） 

   エ 搬送に使用するカートを、毎日、除菌シートにて消毒する。 

※回収・搬送の場所・時間は「回収・搬送スケジュール表」のとおり。 

 

⑪ ピッキング係 

   ア 手術実施予定日の前営業日に、術式別ピッキングリストに基づき、使用する

診療材料等を取り揃え、所定の場所へ配置する。但し、緊急的に手術を実施

することとなった場合は、業務時間内であれば即時対応することとする。 

イ 配置した診療材料等に、配置漏れがないか確認する。物品の不足等の理由に 

より配置ができなかった材料がある場合は、その旨を病院職員に伝達する。 

   ウ 配置した診療材料等に、使用期限が過ぎているものがないか確認する。 

   エ 手術終了後に、所定の場所へ返却された未使用診療材料等を回収する。 

   オ 回収した診療材料等は、品目、数量、状態（破損や汚染）を確認し、所定の

場所へ収納する。 

   カ 麻酔科回路のセット組み 

   キ 形成カート、整形カートの衛生材料・器材物品の補充。 

※ 緊急手術のピッキングは、業務時間内のみ対応することとする。 

 

上記の業務を遂行するにあたって以下のことをみたすこと。 

(ｱ) 業務遂行の基礎となる社内統一の業務運用マニュアルを備えており、本院が

要求する運用に合わせて変更ができること。 

(ｲ) 滅菌・洗浄のバリデーションと滅菌効果の判定を確実に行うこと。（ボウィ

ー・ディックテスト・ケミカルインジゲータ・バイオロジカルインジゲータ・

TOSI テスト等。） 

(ｳ) 器材の点検を確実に行えること。 

(ｴ) 器材の洗浄・滅菌に関する各種データを作成・保存・活用できること。 

(ｵ) 具体的な器材管理方式を提示でき、全体業務の流れをフロー図で提示できる

こと。 

(ｶ) 本院が必要とする業務内容の変更に柔軟に対応できること。 

(ｷ) 業務体制は定時・臨時・緊急（災害時を除いて年に 2 日を想定）に対応でき 

ること。 

※デイリー以外の作業は「別紙１」参照 
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８．施設利用他 

 (1) 本契約の委託者は本契約の受託者に受託業務の履行に必要な場所及び受託者の

業務スタッフの利用する更衣室・休憩室等の施設及び清掃用具を無償で受託者の

利用に供するものとする。 

(2) 受託者は常に善良なる管理者の注意をもって施設の維持管理にあたるとともに、

受託業務以外の目的にこれを使用してはならない。 

(3) 受託者は故意または過失により施設を毀損したとき発注者の指示した期間内に

原状回復しなければならない。 

(4) 利用に供する期間は、契約期間内とする。 

(5) マスク・帽子・ビニールエプロンは受注者の負担とする。 

 

９．業務実施体制について 

 (1) 滅菌管理に関する知識を得た責任者及び教育を受けた業務スタッフによる適切

な委託業務を遂行できること。 

  ① 「第一種圧力容器取扱作業主任者」を配置すること。 

  ② 「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」技能講習を修了した者を配置

すること。 

(2) Ｂ型肝炎予防接種、インフルエンザ予防接種、その他必要な予防接種を終えた責

任者及び業務スタッフを配置すること。 

 (3) 業務スタッフ 

  ① 業務スタッフについては、住所・氏名・生年月日・経歴を記載した業務スタッ

フ名簿を提出し、有資格者については資格を証明する資格証等の写しを併せて

提出すること。また、異動があった場合もこれに準じること。 

  ② 業務スタッフには、名札等により委託業者であることを明示すること。 

 (4) スタッフ研修 

    受託者は、本業務開始までに配置する全スタッフに対して、以下の項目を盛り

込んだ研修を業務開始前までに実施することとし、研修記録等を提出すること。

また、研修については、定期的にあるいは不定期に継続的に実施すること。 

  ① 医療従事者としての心構え 

② 標準作業書の理解と基本作業技術の習得 

③ 用具・消毒薬の正しい取り扱いおよび管理方法   

④ 感染に関する知識および予防方法 

⑤ 清潔区域等ゾーニングの意味および入室方法 

⑥ 個人情報の保護 

⑦ 接遇マナー 

⑧ 滅菌消毒の意義と効果 

※特に院内感染防止の知識について事前に十分な研修を実施すること。 

   ・血液、感染性廃棄物、注射針など処理 

   ・手術後の尿がついた容器又は器具などの洗浄  

     上記研修の他に、委託者が必要と認めた研修の実施を求めた場合、受託
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者は速やかに実施すること。また、当院で実施する研修は全員受講する

こと。  

 (5) その他 

   本業務の受託者が変更になった場合、新受託者に正確に業務の引き継ぎを行うこ

と。 
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回収

回収時間　8：30～9：15 回収時間　15：00～15：35

回収ルートＡ 回収ルートＢ 回収ルートＡ 回収ルートＢ

1 ４Ｆ西 ５Ｆ西 1 麻酔科 整形外科

2 ４Ｆ東 ５Ｆ東 2 眼科 外科

3 ＧＣＵ ５Ｆ救命 3 産婦人科 生理検査室

4 ＮＩＣＵ ＨＣＵ 4 形成外科 内視鏡センター

5 分娩室 放射線科 5 外来治療センター 心臓血管外科

6 ６Ｆ東 救急初療室 6 歯科 泌尿器科

7 ６Ｆ西 ７Ｆ東 7 小児科 脳神経外科

8 ３東 ７Ｆ西 8 耳鼻科 内科

9 ＩＣＵ ８Ｆ東 9 皮膚科 栄養管理係

10 ３Ｆ透析室 ８Ｆ西 10

回収時間　9：45～

1

搬送

搬送時間　10：30～10：40 搬送時間　14：30～15：00

搬送ルートＡ 搬送ルートＢ 搬送ルートＡ・Ｂ

1 栄養管理係 1 ８Ｆ東

2 ８Ｆ西

搬送時間　11：20～12：00 3 ７Ｆ東

搬送ルートＡ 搬送ルートＢ 4 ７Ｆ西

1 ４Ｆ西 ８Ｆ東 5 ６Ｆ東

2 ４Ｆ東 ８Ｆ西 6 ６Ｆ西

3 ＧＣＵ ７Ｆ東 7 ５Ｆ西

4 ＮＩＣＵ ７Ｆ西 8 ５Ｆ東

5 分娩室 ５Ｆ西 9 ５Ｆ救命

6 ６Ｆ東 ５Ｆ東 10 ＨＣＵ

7 ６Ｆ西 ５Ｆ救命 11 ４Ｆ西

8 ３Ｆ東 ＨＣＵ 12 ４Ｆ東

9 ＩＣＵ 13 ＧＣＵ

10 ３Ｆ透析室 14 ＮＩＣＵ

15 分娩室

搬送時間　13：30～13：50 16 ３Ｆ東

搬送ルートＡ 搬送ルートＢ 17 ＩＣＵ

1 中央検査室 外科 18 ３Ｆ透析室

2 細菌検査室 整形外科

3 血液検査 生理検査室

4 ＣＥ室 心臓血管外科

5 皮膚科 泌尿器科

6 耳鼻科 脳神経外科

7 小児科 内視鏡センター

8 歯科 内科

9 外来治療センター 血管造影室

10 形成外科 中央倉庫

11 産婦人科 救急初療室

12 麻酔科

13 眼科

回収・搬送スケジュール表

病理検査室（検体バット等回収）

回収ルートＢ



 9 / 18 

 

別紙１ 

周期 係名 作業内容 備   考 

週次 滅菌係 オートクレーブ定期点検の実施（３台） 
滅菌する機器は中央滅菌室使用機
器一覧表のとおり 

半月 手術係 ＯＰ室内の期限切れ滅菌物チェック 2 週間に 1 回 

月次 
セット
係 

期限切れ滅菌物のチェックを行う。 
期限切れ器材は各病棟へ行き点検を行う
と同時に連絡票を提出 

  

  その他 毎月の作業件数、手術件数の集計   

年次 
セット
係 

器材の紛失状況票を師長へ提出   

  その他 
滅菌室管理（器材、衛材）の在庫点検の
集計 

6 月頃実施 
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手術室清掃業務及び補助業務仕様書 

 

この仕様は、佐世保市総合医療センター(以下「病院」という)の手術室の清掃業務について定め、

病院建物保全と院内を清潔に維持管理して病原菌や微生物による汚染やその拡散を防止し、清

潔な医療環境の確保と患者への快適な療養生活環境を提供することを目的として定める。  

 

 

（病院の清掃業務の特異な事項に関する仕様） 

 (1) 病院の清掃業務は近年における感染症の広がりに伴い、きわめて重要な業務と位置付け

られるものである。従って、業務を行うにあたっては、病院側責任者と協議のうえ作業計

画書を作成して実施しなければならない。 

 (2) 業務実施者は病院側責任者や作業現場の職員等と十分に連絡を取りながら業務を実施し、

清掃や清潔管理について積極的に病院側へ意見具申等を行うものとする。  

 (3) 清掃作業は、床面・壁・扉・戸・表示板・その他、立体的に実施し、建物内部全体を清潔

に維持管理するよう努めなければならない。 

 (4) 不適切な清掃は、かえって汚染を拡散し重大な結果を招くことになる。又作業者は患者と

の接触の場面も多い。業務実施者は従業員に対して事前及び定期に衛生管理やマナー・患

者の秘密保護等について十分な教育・指導をしなければならない。  

又技術教育・指導に加え、作業マニュアルを策定しこれに基づく統一的な作業を行わなけ 

ればならない。区域ごとに専門化したスタッフを配置すること。 

 (5) 使用する機器器材は品質良好で清潔かつ病院環境に最適なものを使用する。ワックスや

洗剤等材料は安全なもの、環境負荷の小さいもの、抗菌剤配合のもの、不快感を与えな

いものを使用しなければならない。 

 (6) 病院から排出される廃棄物は、環境負荷も小さくなく取扱を誤ると感染症等の危険も伴

うことから、その収集・運搬取扱等については、病院の指示に従うとともに、従事者へ

の研修を適切に行うこと。 

 

１．業務内容 

(1) 手術室内の術前後の清掃・片付け・清拭 

(2) 手術準備廊下、既消毒庫、手術室外準備室関係の清掃 

(3) その他(心臓外科手術室前手洗いコーナー、手術部手洗いホール)の床面足踏みマット交換 

(4) 各部屋の定期清掃 (棚等の高所の清拭) 

(5) 手術室の一般廃棄物・紙・袋等の軽作業手伝清掃 

(6) 他エリア (手術室等) での軽作業 (スリッパ・靴下の運搬と配置作業、使用済み手術着靴下

の搬送と配置作業、患者覆い・手術台シーツ・他リネン関係の運搬配置) 

(7) 消耗品の補充業務 

 

２．業務時間 曜日・・・月曜から金曜日 (但し祝祭日除く） 

        時間・・・08:00～20:30  

 

３．業務要領 

・『手術医療の実践ガイドライン（改定第三版）「第９章 手術室環境整備」』（日本手術医学会 

刊行）に基づいて清掃を行うこと。 

・病院建物各場所の清掃面積及び清掃頻度 
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別紙３「清掃面積及び清掃頻度表」を参照のこと 

① 清掃業務 

ア 手術室内（№1～№11） 

(ｱ) 手術台の清拭、メイク・セッティング 

(ｲ) 周辺機材コードの清拭と巻き上げ 

(ｳ) ガーゼカウンターの片づけ・清拭 

(ｴ) 床面の除塵・拭き上げ・ゴミ回収 

(ｵ) 感染性廃棄物の回収・片付け 

(ｶ) 最終術後のみ：周辺機材 (モニター類、電気メス本体、足台、無影灯等) の清拭 

※コード・チューブが床面に付着している場合、コードは床と同等の不衛生扱いにし清

拭する。キャスターも不衛生扱いにし、清拭する。 

 ※周辺機材には鋭利な機材 (シリンジ、アンプル等を含む) 

イ 手術準備廊下 

(ｱ) 床面の除塵・拭き上げ・ゴミ回収 

(ｲ) 手洗い場清掃 

ウ 既消毒庫の清掃 

(ｱ) 床面の除塵・拭き上げ・ゴミ回収 

(ｲ) 既消毒庫の清掃 

エ 手術室外準備室関係(一次洗浄室・手洗いコーナー・手洗いホール・手術準備室・機材庫・

機材置き場・手術部汚物洗浄室) 

・床面の除塵・拭き上げ・ゴミ回収  

オ その他、カートや医療機器の清拭 

 

なお、回収したゴミは一時的に手術室汚物洗浄室に保管し、適宜 3 階ダストヤード まで運搬するこ

と (1日 4～6回程度) 

また、清掃範囲は「別紙２：手術室清掃の対象エリア」とする 

※「別紙２：手術室清掃の対象エリア」は入札参加資格申請後、確認通知書とともに郵送する。 

オ その他 

・心臓外科手術室前手洗いコーナー、手術部手洗いホールの床面足踏みマット交換 

 (月 1回) 

※床面足踏みマットの在庫が少なった場合、看護師長に注文依頼を行う。 

 

カ 各部屋の定期清掃 

・棚、無影灯のアーム等の高所の清拭 (月次) 

 

なお、実施タイミング・頻度は事前に委託者・受託者協議の上で決定する (平日実施も可) 

 

② 補助業務 

ア 手術室 

・一般廃棄物・紙・袋等の軽作業手伝清掃 

イ 他エリア 
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(ｱ) 手術室スリッパ・靴下の運搬と配置作業 

(ｲ) 使用済み手術着靴下の搬送と配置作業 

(ｳ) 患者覆い・手術台シーツ・他リネン関係の運搬配置 

滅菌室から手術部汚物洗浄室へ置いてある患者覆い・シーツ関係の品物を手術準備室の

各所定の置き場に配置する。（午前 9時 30分に実施） 

 

③ 消耗品の補充業務 

感染性廃棄物容器（50ℓ、30ℓ段ボール箱、及び 50ℓ、20ℓポリ容器）の在庫が一定期間の余

裕をもてるよう補充すること。 

 

※①清掃業務・②補助業務について、作業時間帯は委託者・受託者の協議の上で決定する。 

決定後は受託者が可能な限り速やかに時間帯別の作業計画表、並びに、勤務シフト表を委託者へ提

出する。 

 

４．業務受託者の義務 

(1) 作業従事者の配置 

      業務受託者は、次に該当する者を病院現場に常駐させ業務を行わせること。 

   ①病院清掃の実務経験 1 年以上の者を配置すること。 

   ②作業従事者については、病院清掃の教育研修及び感染性廃棄物の取扱いに関する研修 

を定期的に受けた者を配置する。 

 (2) 受託にあたっては、次のものを病院側へ提出すること。 

① 年間の作業計画書 

   ② 月間の作業計画書 

   ③ 受託者（会社）の業務管理体制及び安全衛生管理体制を示す書類  

   ④作業従事者等に関する次の書類を提出すること。 

ア、作業従事者の病院清掃の経験を証する書類及び研修実績を証する書類  

    イ、作業従事予定者の名簿（健康診断書の写しを添付すること。健康診断書の写しは作  

業従事に支障の有無を確認後返却します。） 

    ⑤ 作業従業者に対する安全衛生その他の教育・研修等の実施計画書  

⑥ 清掃業務要領及び清掃標準作業書（マニュアル） 

 (3) 業務等の実施後は、次のものを病院側へ提出すること。 

   ① 月間業務報告書 

   ② 教育・研修等実施報告書 

 (4) 業務報告と検査 

   ① 受託者は、業務月報により業務の実施結果を報告し、病院担当者の検収を受けること。 

   ② 受託者は月間業務報告書を毎月初めに病院担当者に提出し、検査を受けなければなら

ない。この検査により改善を指示されたものについては、速やかに実施した後再度検

査を受けなければならない。 

 (5) 上記の書類等の提出がされ、病院側責任者がこれを受領・確認及び承認し、業務実施後の

検査に合格した後に、受託者は病院に業務契約料金を請求することができる。  

 

５．使用する機器器材について 

(1) モップ・タオル類の清潔確保のため用意するものモップやタオル類は使用や管理方法  

が適切でないと菌の繁殖・拡散のもととなることから、「使い捨て方式」を採用すること。

使用したものは、60℃以上の温水で洗浄し、消毒薬液槽で殺菌処理を行い乾燥させた後で
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なければ再使用してはならない。これを行うため次の機器器材等を用意し、処理施設を病

院が指定する場所に設けること。 

① 洗浄用ドラム式洗濯機 

② ワンタッチ式モップ 

③ タオル 

④ 脱水用電機洗濯機 

⑤ 消毒薬液槽 

⑥ その他必要な物品 

(2) 自走式清掃機械 

   バッテリー式の低騒音タイプを使用すること。 

 

６．使用資材および施設にかかる経費負担 

(1) 使用資材の負担 

本業務に使用する以下の各種機器及び消耗品等は全て受託者の負担とし、院内に不足の事

態が生じないよう随時補充すること。 

ア 機器類 

静粛型床面自動洗浄機、床面自動洗浄機、清掃用具運搬台車、資材運搬台車、廃棄物搬

送専用カート、ポリッシャー、モップ洗濯機、その他 

イ 備品類 

モップ本体、ふきん、バケツ、剥離剤用バケツ、その他 

ウ 消耗品類 

清掃用洗剤、手袋 

(2) 施設にかかる経費負担 

   清掃業務の遂行または委託者が決定する場所にかかる光熱水費および内線電話代は委託者

の負担とする。 

従業員の更衣室、休憩室および資機材置場は指定した場所とし、施設使用料は委託者の負

担とする。なお従業員の勤務に自動車を使用する場合は、病院敷地内の駐車場の利用を認

めない。その他、不明なものは委託者と協議を行い取り決めるものとする。  

 

区  分 病院 受託者 

労務費（福利厚生費、教育研修費、保健衛生費、交通費含む）   〇 

被服費（手術室内の作業着、帽子、エプロン、マスク等を含む ）   〇 

備品の修繕経費（受託者の過失による破損等）   〇 

労働安全衛生経費（健康診断、予防接種等）   〇 

本業務で使用する清掃用具（ダスタークロス、箒、チリ取り、モッ

プ、雑巾） 
  〇 

清掃用消耗品（清掃用の薬剤、手袋等）   〇 

情報収集、事務連絡等のための通信費   〇 

事務作業用の情報機器（ＰＣ、プリンタ等）に関する費用   〇 

光熱水費 〇   

感染性廃棄物容器 〇   
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７．従業員の研修  

 (1) 受託者は、病院という施設の特殊性を十分理解し、契約履行が始まる前に従業員

に対し、本件業務遂行にかかる技術、院内感染防止上の知識、患者接遇マナー等に

ついて十分な研修を実施すること。また、委託者が行う業務研修ならびに人権学習

等には業務従事者を必ず参加させること。  

研修内容については、具体的に記載したものを委託者に提出すること。また、研修

については、定期的にあるいは不定期に継続的に実施すること。主な研修内容とし

ては以下のとおりである。  

  ①  医療従事者としての心構え  

②  標準作業書の理解と基本作業技術の習得  

③  用具・消毒薬の正しい取り扱いおよび管理方法    

④  感染に関する知識および予防方法  

⑤  清潔区域等ゾーニングの意味および入室方法  

⑥  個人情報の保護  

⑦  接遇マナー  

※特に院内感染防止の知識について事前に十分な研修を実施すること。  

   ・血液、感染性廃棄物、注射針など処理  

   ・手術後の尿がついた容器又は器具などの洗浄  

(2) 従業員を変更する場合も上記研修を受けさせた後、業務に従事させること。  

(3) 従業員各人ごとに、業務内容に応じて作成したスケジュール表に従い業務を進める

こと。  

また、継続的教育を行うことにより、業務に対する積極的意欲の高揚を図り、質の

高い業務ができるよう教育すること。  

(4) 消毒薬の使用は菌の耐性を考慮し、委託者の了承を得て使用すること。  

(5) 施設の特殊性に応じ、病院側で特別マニュアルを用意する場合はそれに従って行う

こと。  

(6) 上記研修の他に、委託者が必要と認めた研修の実施を求めた場合、受託者は速やか

に実施すること。また、当院で実施する研修は全員受講すること。 

 

８．その他  

   この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書に関して疑義が生じた場合は、病

院側と受託者側の協議のうえ処理する。  
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内視鏡センター業務仕様書 

 

1. 履行場所 佐世保市総合医療センター 内視鏡室 

2. 業務時間 曜日・・・月曜から金曜日（但し祝祭日除く） 

     時間・・・８：００～１９：００ 

3. 業務内容 

１）内視鏡洗浄業務 

１－１）使用済み内視鏡のベッドサイド洗浄、スコープ取り外し作業 

〇ベッドサイト洗浄 

①検査終了する 

②CO2 送気、副送水(290 シリーズ／Ｊ機能あり)OFF を確認 

③AW チャンネル洗浄アダプタを送気／送水ボタン部に装着、送気スイッチ ON 

④吸引ライン洗浄、吸引にてエンドサイム 30 秒（200 ㎖）、エアー10 秒吸引 

⑤洗浄ボタン押し、エンドサイム内で 30 秒、エアーにて洗浄ボタン（指を離して）でエアー

10 秒送る 

⑥送気スイッチ OFF、AW チャンネル洗浄ボタンを送気／送水ボタンに戻す  

⑦電源 OFF（CV-290、CLV-290） 

⑧各部（吸引チューブ、送水チューブ、プロセッサーコード）を取り外し、洗浄場へ持って 

いく     

※防水キャップを取り付け 260/240 シリーズ 

 

〇超音波内視鏡の場合 

①検査終了 

②バルーンを外す。残りカスに注意 

  ※送水洗浄の際、洗浄不足になるため 

③ACTIVE を OFF にする 

④通常の洗浄 

  ※AW 洗浄チェンネル（MAJ-629）使用 

 

１－２）処置後の環境整備作業 

 

１－３）内視鏡の洗浄・消毒作業 

①防水キャップ確認 

②ボタンを取り外し、スポンジで外装をヴィルザイムⅢで洗浄（特に操作部・挿入部） 

③洗浄液を鉗子栓部吸引部に入れて、各２会フラッシュする（フラッシュしない方を指で閉 

塞させる） 

※副送水機能ありのスコープはコネクタを持続してフラッシュする 

④ミニブラシで操作部、吸引部、送気／送水部、鉗子部を洗浄する 

⑤洗浄ワイヤで吸引部、送気／送水部、鉗子部を各一回ずつ通過させる 

  ※洗浄ワイヤの適応に注意 

⑥各ボタンをミニブラシで洗浄（ホール部、鉗子栓のブラシ挿入方向に注意）後に洗浄液に 
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浸す 

⑦洗浄機にセッティングを行い、漏水チェック用ラインを接続 

⑧液が満たされたら、リークチェックを行う 

⑨リークが問題なければ、その他のラインを接続、カバーを閉めると洗浄開始 

※内視鏡センター洗浄室ポスター参照 

 

２）検査前準備作業 

· セッティング作業（ベッド）、処置カート、スコープ） 

· 送水気の準備とセッティング 

· ＯＦＰの準備とセッティング・点検 

· ガスコン水準備 

· 処置前スコープ点検作業 

①スコープ、各ボタン（吸引、送気／送水、鉗子栓）、防水キャップ（290/260/240 シリー 

ズ）を準備 

②スコープ接続、各ボタン 3 つ接続、吸引チューブ、送水チューブ、プロセッサー接続部

（240/260 シリーズ）副送水チューブ（290 シリーズ、Ｊ機能あり） 

③電源ＯＮ（CV-290、CLV-290） 

④吸引チェック（赤） 

⑤送気スイッチＯＮ、（強）確認、送気チェック、送水チェック、チェック後送気スイッチ

OFF 

⑥CO2 送気スイッチＯＮ、CO2 送気チェック、チェック後 CO2 送気 OFF 

⑦ランプ ON、先端部を校正部に挿入、ホワイトバランス長押し、完了後に手指 or 物で画 

像確認（朝一のみ曇り止めをカメラに一滴塗布、ガーゼで拭き取る） 

⑧290 シリーズ/J 機能ありは、副送水スイッチＯＮ、送水チェック（足元のペダル）、チェ 

ック後ＯＮのまま間違って踏まない場所に設置 

⑨曇り止めをカメラに塗り、乾ガーゼで拭き、ガスコン水で軽く洗う（基本全症例） 

 

３）不随作業 

ゴミ回収・消耗品補充作業 

 

４）従業員の研修 

受託者は、本業務開始までに配置する全スタッフに対して、以下の項目を盛り込んだ研修を業務

開始前までに実施することとし、研修記録等を提出すること。また、研修については、定期的に

あるいは不定期に継続的に実施すること。 

  ① 医療従事者としての心構え 

② 標準作業書の理解と基本作業技術の習得 

③ 用具・消毒薬の正しい取り扱いおよび管理方法   

④ 感染に関する知識および予防方法 

⑤ 清潔区域等ゾーニングの意味および入室方法 

⑥ 個人情報の保護 

⑦ 接遇マナー 
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⑧ 滅菌消毒の意義と効果 

上記研修の他に、委託者が必要と認めた研修の実施を求めた場合、受託者は速やかに実施するこ 

と。 また、当院で実施する研修は全員受講すること。 

５）その他 

· 洗浄消毒に必要な設備・機械等、また、業務上必要となる備品・消耗品及び水道光熱費は発

注者負担とする。 

· 業務時間内に作業完了が困難な場合は、病院職員に作業進捗状況を報告し、滞りなく業務を

引き継ぐこと。 

· 個の仕様書の定めにないことについて疑義が生じたときは、発注者・受注者間で協議のうえ

で決定するものとする 
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別紙３：清掃面積及び清掃頻度表 

室名 内法面積（㎡） 清掃頻度その他 

３階手術室廊下 310.4  毎日（平日のみ） 

器材置場 15.3  毎日（平日のみ） 

手術室（１）前室 15.1  毎日（平日のみ） 

手術室（１） 30.6  毎日（平日のみ） 

手術室（２） 29.3  毎日（平日のみ） 

手術室（３） 33.3  毎日（平日のみ） 

手術室（４） 29.3  毎日（平日のみ） 

手術室（５） 39.5  毎日（平日のみ） 

手術室（６） 29.3  毎日（平日のみ） 

手術室（７） 29.3  毎日（平日のみ） 

手術室（８） 29.3  毎日（平日のみ） 

手洗ホール 25.1  毎日（平日のみ） 

掃除具庫 2.3  毎日（平日のみ） 

緊急滅菌室 2.9  毎日（平日のみ） 

器材庫（２） 23.9  毎日（平日のみ） 

器材庫（１） 14.3  毎日（平日のみ） 

手術室（９） 73.6  毎日（平日のみ） 

準備ホール 15.5  毎日（平日のみ） 

手洗コーナー 4.0  毎日（平日のみ） 

検査室 10.9  毎日（平日のみ） 

作業室（１） 8.6  毎日（平日のみ） 

前室 4.1  毎日（平日のみ） 

手術室（１０） 44.4  毎日（平日のみ） 

手術室（１１） 44.4  毎日（平日のみ） 

機材庫（４） 6.1  毎日（平日のみ） 

作業室（２） 9.1  毎日（平日のみ） 

機材スペース 37.7  毎日（平日のみ） 

手洗いコーナー 3.1  毎日（平日のみ） 

汚物処理室 6.4  毎日（平日のみ） 

切出し 2.9  毎日（平日のみ） 

診材倉庫 31.6  毎日（平日のみ） 

手術室汚物洗浄室 25.0  毎日（平日のみ） 

 


