
洗浄消毒滅菌委託業務仕様書 

 

社会福祉法人 
恩賜
財団大阪府済生会茨木病院 

 

１．業務目的 

当委託業務は中央材料室の医療従事者に対する業務負荷の軽減と洗浄･消毒・滅菌の質的向上を図り、感染

防止及び衛生管理の精度を高め、質の高い医療サービスを患者様へ提供する支援を目的とする。 

 

２．相互協力の義務と責任 

病院、受託者ともに相手方に対し、必要なデータ・情報等の提供に協力する。 

また、受託者は本業務を円滑に稼動させる責任を有する。 

 

３． 業務場所 

大阪府茨木市見付山２丁目１−４５ 大阪府済生会茨木病院 中央材料室      

 

４．受託基本条件 

① 業務の円滑な運営及び業務に係る従業員（以下、「従業員」という。）の労務管理・教育研修・健康管理

等を総括するために、手術室業務の実務経験５年以上有する者を、業務責任者として院内に常時配置す

ること。また、業務責任者は、業務に係る必要な事項について、随時委託者と協議するとともに、委託

者から指示のあった事項について適切に対処すること。 

② 業務を円滑に行うために必要な技術、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、滅菌消毒の意義と効果、主な感染症の予防策等）を有する適正な人員を従業員として病院内に配置

し、次項に記載の業務内容を円滑に実施すること。なお、滅菌業務については、「普通第一種圧力容器取

扱作業主任者」・「特定化学物質等作業主任者」・「滅菌管理士」・「院内滅菌消毒業務受託責任者」の有資

格者を１名以上配置するものとすること。 

③ 災害対策及び、院内滅菌設備の故障時等にバックアップを行える、院外滅菌センター（協力会社でも可）

を１ヶ所以上保有（契約）していること。 

④ 従業員は、業務を実施するに適した服装及び名札を着用しなければならない。中央滅菌材料室用ユニフォ

ーム・シューズは受託者の負担とすること。 

⑤ 病院敷地及び施設内において、病院が施設管理上必要と認めて発する諸規則等を遵守しなければならない。 

⑥ 従業員は、病院が実施する医療安全、感染管理、その他必要と認めた研修を受講すること。 

 

５．業務範囲 

① 中央材料室洗浄消毒滅菌業務 

 （１）手術室器材滅菌業務 

・手術セット器材及び単品器材の回収・洗浄・乾燥・セット組・包装・滅菌 

・手術室滅菌器材を所定の場所に収納する。 

・業者持ち込み器材の洗浄・乾燥・包装・滅菌 

・手術室内の滅菌物の滅菌有効期限の確認 

 （２）病棟・外来器材滅菌業務 

   ・病棟・外来器材及びセット器材及び滅菌回収ボックスの回収・洗浄・乾燥 



   ・病棟・外来器材及びセット器材のセット組・包装・滅菌・払い出し 

・病棟・外来器材及びセット器材の滅菌有効期限の確認 

   （３）附帯業務 

     ・薬剤科へ請求した手術用薬剤の運搬 

     ・感染性医療廃棄物（黒ごみ袋、ハザードボックス）の廃棄 

     ・洗濯及び使用済みリネン類の運搬 

 

６． 業務内容 

  中央材料室において、院内の施設・設備を使用して以下の洗浄消毒滅菌業務を行う。 

① 中央材料室洗浄消毒滅菌業務 

（１）洗浄業務 

     ・器材の材質や構造に応じて器械洗浄及び用手洗浄を行う。 

     ・鋼製小物の性能維持及び錆止め等の目的で必要に応じて潤滑・防錆処理を行う。 

     ・器材の材質や構造、必要に応じて乾燥機を用いて乾燥する。 

     ・洗浄後は器材の汚れを確認し、汚れがある場合は再洗浄を行う。 

     ・器材の作動点検（切れ味・かみ合わせ等）を行う。 作動不良を発見した場合は手術室に連絡して

対応する。 

     ・器械の不足や破損が生じた場合は、その発見日時、場所、原因、今後の対処方法を記録し報告する。 

（２）組立業務 

  ・セットメニュー表をもとに器材を揃えてセット組を行う。 

  ・錆び、汚れ、破損、消耗度や洗浄不備を点検する。 

  ・セット器材及び単品器材を指定した方法により適切に包装する。 

  ・包装した滅菌物に滅菌有効期限を印字する。 

（３）消毒・滅菌業務 

  ・器材の特性に応じた滅菌方法を選択し、適切に滅菌する。 

  ・滅菌処理後の物品は、汚れや破損の有無、インジケーターの確認を行い、記録を保管する。 

  ・滅菌機械の品質管理を目的に圧力、温度、時間、濃度が正常に作動しているかの確認を行い、記録

を保管する。 

（４）払い出し業務 

  ・払い出し時、滅菌期限、滅菌パック破損等再度確認する。 

  ・滅菌済の器材を既滅菌室及び手術室内所定の場所に保管する。   

  ・病棟の滅菌物は請求伝票をもとに部署ごとにパスボックスに収納する。 

  ・病棟の滅菌物に関して、定数化管理を行う。 

（５）使用済み器材回収業務 

  ・使用済の手術器材の回収は看護師による術後器材カウント終了後とする。 

  ・メス刃、注射針、縫合針などの危険物、単回使用器材など再生しない物品は看護師が処理する。 

  ・回収した器材はカウント表をもとに２名体制で確認し、カウントの不一致があれば手術室へ連絡し

対応する。 

（６）滅菌物の定数化管理（病棟のみ） 

（７）洗浄・滅菌装置不具合時の一次対応 

  

（１）（５）における手術器械に関わる業務について、当日業務終了時間が契約時間外になると判断



される場合は、翌出勤日業務開始直後に行うものとする。ただし、次の手術等に差し支えのある場合

等においては、病院から臨時で対応を依頼する場合がある。 

 

７．器械、設備の運転 

① ウォッシャーディスインフェクター、高圧蒸気（以下「ＡＣ」という。）滅菌装置、エチレンオキシド

ガス（以下「ＥＯＧ」という。）滅菌装置、プラズマ滅菌装置等の洗浄・消毒・滅菌及び関連業務に使

用する機器を運転操作し、異常を発見した場合は、速やかに製造業者・卸業者に連絡を取り、一次対応

（状況説明・対応方法等）を行う。その後、病院にその内容を速やかに報告し、指示の下に適切な措置

を行うものとする。また、故障した場合も同様とする。 

② 滅菌装置について、滅菌状態を確認するためには、病院の指示に従って毎運転時に物理学的方法（滅菌

器付属の計器）及び化学的方法（包装材のインジケーター）による滅菌確認を行い、稼動休日明けに生

物学的試験を実施すること。なお、異常を発見した場合は、病院にその内容を速やかに報告し、指示の

下に適切な措置を行うこと。 

③ ＡＣ装置のボウィディックテストは病院の指示に従って実施すること。 

④ ①の機器について、病院の指示に従い、日常点検・簡易保守を行うこと。       

 

８．衛生管理 

① 各作業区域の清潔度に応じた衛生管理を徹底して行うこと。 

② 感染の発生源にならないよう細心の注意を払い業務を行うこと。万一発生した場合、その経路を特定し

再発生を防止すること。 

③ 業務終了後に施設が指定する清掃を実施し、翌日の業務に支障をおこさないよう、適正な管理を行う。 

 

９．不具合発生 

① 医療材料等の滅菌不良、欠落、破損等があった場合は、病院にその内容を速やかに報告し、指示に基づ

き適切な措置を行うものとする。 

② 業務中において医療器材等の破損・紛失等が発生した場合、病院・受託者協議の上、両者にてその原因

を追求し、再発防止に取り組むこととする。その際、受託者の責に帰すべき事由が立証された場合、そ

の状況について書面にて病院の関係所属長に対し報告を行う。 

 

10．業務日および業務時間 

① 平日（月曜日～金曜日） 

8：30 ～ 19：00（手術室器材滅菌業務）  

    8：30 ～ 17：00（病棟・外来滅菌業務）  

通常土曜日（第３土曜日は除く） 

    9：00 ～ 12：30            

それ以外の土・日曜日、祝日、甲の休業日は休業とする。 

年末年始、連休（３連休以上）等は手術室と協議し定める。 

 

11．費用負担 

  病院／受託者の負担は、以下のとおりとする。なお、負担区分について、疑義が生じた場合は、双方の協議

により負担区分を決定する。 

 



① 病院の負担 

（１） 業務遂行に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費 

（２） 業務に使用する器械、設備の保守管理費用 

エチレンオキシドガス濃度の作業環境測定（年２回） 

オートクレーブの性能検査（年１回） 

その他、院内保有設備における保守・点検費用 

（３） 業務遂行に必要な用具、消耗部品、材料及び油脂のうち以下のもの 

（４） 業務遂行に必要な文房具類のうち以下のもの 

（５） 業務遂行において感染管理上必要な保護具のうち以下のものとその再生費用 

用具 

イ） 洗浄ブラシ 

ロ） 回収用コンテナ 

ハ） 回収・供給用ビニール袋 

ニ） 洗浄カゴ 

消耗部品 

ホ） ＡＣ滅菌装置用パッキン 

ヘ） バックシーラーのヒーター線 

ト） フィルター（ウォッシャーディスインフェクター、ＡＣ滅菌装置、システム乾燥機、チューブ

乾燥機） 

チ） その他器械の消耗部品 

材料 

イ） 滅菌バック（ＡＣ滅菌装置、ＥＯＧ滅菌装置、プラズマ滅菌装置） 

ロ） インジケーターカード（ＡＣ滅菌装置、ＥＯＧ滅菌装置、プラズマ滅菌装置） 

ハ） インジケーターテープ（ＡＣ滅菌装置、ＥＯＧ滅菌装置、プラズマ滅菌装置） 

ニ） 生物学的インジケーター（ＡＣ滅菌装置、ＥＯＧ滅菌装置、プラズマ滅菌装置） 

ホ） チャート記録紙（ＡＣ滅菌装置、ＥＯＧ滅菌装置、プラズマ滅菌装置） 

ヘ） 覆布類 

ト） 洗剤、薬剤、消毒薬、錆除去材 

チ） フィルター（カスト用） 

リ） 滅菌バック有効期限表示用回転印及びインク 

ヌ） エチレンオキシドガス（EOG滅菌装置） 

ル） 過酸化水素カセット（プラズマ滅菌装置） 

ヲ） 衛生材料（各種ガーゼ、綿球、絹糸、針等） 

油脂 

イ） ミルクテック 

ロ） 機器等の潤滑油 

 

文房具 

イ） 筆記用具 

ロ） コピー用紙 

ハ） プリンタインク 

ニ） ファイル 



ホ） その他甲が認めた文房具 

保護具 

イ） キャップ 

ロ） ゴーグル 

ハ） マスク 

ニ） 防水／撥水ガウン 

ホ） 洗浄靴／ゴム長靴 

ヘ） 袖付き洗浄手袋 

ト） プラスチック手袋 

（６） 受託者の業務従事者の控室及び更衣ロッカー・机・椅子等の物品は、甲が乙に無償貸与する。 

   

② 受託者の負担 

業務遂行に必要な消耗部品、材料及び油脂等のうち病院が支給するもの以外のもの。 

 

12．管理体制 

受託者は、少なくとも以下の管理（責任）体制を明確にし、受託責任者・各業務従事者を配置して円滑な

洗浄消毒滅菌委託業務を遂行すること。 

①． 受託責任者 

受託者は、院内に受託責任者を１名配置すること。受託責任者は、主として下記に記載した業務を行う。 

（１） 洗浄消毒滅菌委託業務全般の総括を行うこと。 

（２） 病院の担当者と洗浄消毒滅菌委託業務について緊密な連携をとること。 

（３） 洗浄消毒滅菌委託業務における受託責任体制を明確にして、業務に従事する者の指揮・技術指導・

監督を行うこと。 

（４） 洗浄消毒菌委託業務を効率的に行うため、必要な人事配置を行うこと。 

（５） 洗浄消毒滅菌委託業務における従事者の安全・健康管理に十分注意して業務を遂行すること。 

（６） 業務従事者控室・用具保管庫・使用薬剤等の十分な管理を行うこと。 

（７） 従事者作業時の服装・名札等について指導すること。 

（８） 洗浄消毒滅菌委託業務に使用する設備機器及び用具類の点検・管理を行うこと。 

（９） その他、業務遂行上必要な項目を掌握し、病院の担当者と連絡調整すること。 

（10）  滅菌業務実務経験５年以上で第一種圧力容器取扱作業主任者及び特定化学物質等作業主任者の技能

講習を修了した者であること。 

（11） 原則、当院に専従とすること。 

②．業務従事者 

受託者は、各業務に常時適正な業務従事者を配置し、主として下記に記載した業務を行うこと。 

（１） 施設の業務マニュアル等に従い担当業務を遂行すること。 

（２） 業務上発生した問題点については、直ちに病院に報告を行い、その指示に従うこと。 

（３） その他、業務上必要な項目を受託責任者に報告すること。 

（４） 人員体制の変更がある場合は病院へその旨を報告し承諾を得ること。 

 

13．業務報告 

受託者は、業務について日々点検を行い、その結果を病院に対して文書で下記の通り報告すること。 

① 業務日報 



受託者は、日々の業務内容を集約した業務日報を作成し、業務遂行上問題が発生した場合、迅速に病院

に提出・報告すること。 

② 保管等 

受託者は、業務月報、その他の報告書を法令に遵守して保管し、甲から提示の要求があれば開示するこ

と。 

  ③ 月に１度 病院の担当者への報告会を実施し、議事録を提出すること。 

 

 

14．連絡体制 

受託者は、病院と綿密な連絡体制を構築し、業務の遂行、問題点の整理・解決等に努めること。 

① 緊急時の対応 

受託者は、業務遂行上緊急な事故等が発生した場合、必要な処置を講ずるとともに迅速に病院の担当者

に報告し、その指示に従うこと。 

 

15．受託できる医療用器材の範囲について 

院内設備で受託することができる医療用器材は、次に掲げるもの以外とする。 

① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染症

予防法」という。）第６条第２項から第７項までに規定する感染症の病原体により汚染された医療用器

材（汚染されたおそれのある医療用器材を含む。）において同法第２９条の規定に基づいて定められた

方法による消毒が行われていないものであって、運搬専用の密閉性、防水性及び耐貫通性の容器による

運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立されていないもの。 

  ② 診療用放射性同位元素により汚染されている医療用器材（汚染のおそれのある医療用器材を含む。）。 

 

16．作業者の健康管理について 

① 受託責任者は、全ての従事者に対する健康教育の実施によって、日常的な健康の自己管理を促し、感染

症の感染を予防しなければならない。また、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施するとともに、病

院の定める検査項目への抗体検査の実施および予防接種を新規採用時及び必要な時期に行わなければな

らない。 

② エチレンオキシドガスの曝露を受けるおそれのある者の健康診断を年２回以上行わなければならない。 

 

以 上 


