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千葉市病院局購買物品管理業務委託 標準仕様書 

 

 

市立青葉病院及び市立海浜病院（以下「両病院」という。）における購買物品管理業務の仕様につ

いて、以下のとおり定める｡ 

 

１ 目的 

両病院の購買物品管理業務は、診療材料の一括調達業務、診療材料・一般消耗品・薬剤・検査

試薬の購買・在庫管理及び搬送業務の一元化を行うとともに、欠品や過剰及び期限切れ在庫を防

止するほか、物品管理システム等により部署別使用量などの分析・評価を行うなど、材料費等の

抑制を図ることを目的とする｡ 

 

２ 受注にあたっての基本条件 

（１） 受注者の責務 

  ア 受注者は、本業務に関して、本仕様書、提案書の内容全てについて履行すること。 

イ 受注者は、本業務の履行に関する一切の責任を負うものとする。また、診療材料調達管理

業務に係る診療材料購入については、発注者と別途契約するものとし、発注者が実施してい

る材料費削減策に協力及び支援すること。 

ウ 受注者の責に起因して本業務が履行不能となった場合、受注者は速やかに発注者と協議し、

履行不能となった業務を行わせる代替業者と契約し、発注者の承諾を得ること。 

なお、受注者は、当該代替業者に対し、本契約の履行条件を理解、遵守させるとともに、

本仕様書に基づく業務引継ぎを実施し、本契約の履行に支障をきたさぬようにすること。 

（２）受注責任者 

ア 業務の円滑な運営及び業務に係る従業員の労務管理、教育研修、健康管理等を総括するた

めに、２５０床以上の病院における購買物品管理業務の経験を２年以上有し、必要な技術及

び知識（品目ごとの取扱・保管方法、機器の操作、主な感染症の予防策及び診療内容・運用

体制の特徴等）を備え、従業員に対し適切な指示・指導・監督を行うことができる受注責任

者を配置すること｡ 

イ 受注責任者は、業務に係る必要な事項について、随時発注者と協議するとともに、発注者

から指示のあった事項について適切に対処すること。 

 なお、受注責任者が休日により業務にあたらない場合には、それと同等以上の能力を持つ

者を配置すること｡ 

（３）現場責任者 

院内の業務の円滑な運営を管理するため、病院における診療材料管理業務の経験を２年以上

有し、必要な技術及び知識を備え、従業員に対し適切な指示・指導・監督を行うことができる

者を現場責任者として院内に常時配置すること｡現場責任者は、受注責任者との兼務が可能で

あり、現場責任者が休日等により現場業務にあたらない場合には､それと同等以上の能力を持

つ者を配置すること｡ 

（４）薬剤部門責任者 

薬剤部門の円滑な運営を管理するため、病院における薬剤管理補助業務経験（調剤を除く）
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を２年以上有し、必要な技術及び知識を備え、従業員に対し適切な指示・指導・監督を行うこ

とができる者を薬剤部門責任者として院内に常時配置すること｡なお、薬剤部門責任者が休日

等により現場業務にあたらない場合には､それと同等以上の能力を持つ者を配置すること｡ 

（５）従業員 

業務を円滑に行うために必要な技術及び知識を有する適正な人員を従業員として病院内に

配置し、以下記載の「業務内容」を円滑に実施すること｡ 

（６）標準作業書 

ア 以下記載の「業務内容」の具体的実施方法に関する標準作業書（マニュアル）を作成の上、

発注者の承認を得ること。また、承認を得た標準作業書を発注者に提出すること。 

イ 標準作業書は常備し、受注責任者、現場責任者、薬剤部門責任者及び従業員（以下「従事

者｣という。）に周知徹底すること｡ 

ウ 標準作業書の内容変更は、発注者と協議の上、随時対応すること。 

（７）情報管理 

業務の対象となる物品のマスタ登録、履歴管理等の情報管理を行うとともに、情報の分析・

提案等を行うこと。 

 

３ 業務内容 

受注者は、以下の業務を行うこと。 

（１）診療材料調達管理業務 

ア 診療材料の定義 

（ア）定数管理物品：定期的に消費され、定数量が設定される材料 

（イ）臨時物品：他部署で定数管理物品とされている材料 

（ウ）メーカー預託物品：卸業者または製造販売業者から消化支払い方式で発注者に預託され

る材料 

（エ）定数外物品：不定期に消費され、定数量が設定されない材料 

イ 定数管理物品 

（ア）定数管理は、ラベル・カードにおけるバーコードを活用した補充方式とすること。 

（イ）受注者に所有権がある預託在庫とし、各部署消費（定数管理ラベル・カードが分離した

時点）に基づく調達業務とすること。 

ウ 臨時物品及びメーカー預託物品 

（ア）各部署請求に基づき、診療材料が必要となった場合に対応可能な体制を整えること。 

エ 定数外物品 

（ア）発注者が請求伝票を起票し、受注者に発注請求を行うこととし、物品を受領した時点で

所有権が発注者へ移転する方式とすること。 

オ 価格交渉及び単価契約 

（ア）調達品目の選定は、発注者との協議により決定すること。 

（イ）市場価格を基に、単価契約を締結すること。なお、メーカー預託物品については、発注

者と卸業者等とで契約単価を開示した価格交渉を行えることとする。 

（ウ）新たな品目の追加要求に対応し、円滑な申請等の処理を行うこと。 

（エ）市場動向を基にした価格削減計画を策定し、提案すること。 
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（オ）その他随時価格交渉を行い、診療材料費の削減に努めること。 

カ 診療材料関係委員会等の支援 

（ア）診療材料に関する委員会等に参加し、同等品、価格等の情報を提示すること。 

（イ）同種同効品統一の提案をすること。 

（ウ）安価な材料への切り替えを提案すること。 

（エ）申請品の比較資料を作成すること。 

（オ）切り替え提案に関する経過及び結果報告を行うこと。 

キ 代金の請求 

（ア）定数管理物品及びメーカー預託物品については、各物品の消費時点で計上すること。 

（イ）臨時物品及び定数外物品については、各物品の検査合格時点で計上すること。 

（２）診療材料在庫管理業務 

ア 診療材料管理業務 

（ア）発注、納品検収代行を行うこと。 

（イ）倉庫への入庫、保管、棚卸等の在庫管理を行うこと。 

（ウ）診療材料定数管理物品は、預託在庫として倉庫在庫へ補充すること。 

（エ）各部署定数外物品棚卸は、年１回実施すること。 

（オ）商品切り替え、仕様変更などの案内を実施すること。 

イ 診療材料定数管理業務 

（ア）定数ラベル・カードを定期的に回収すること。 

（イ）スケジュールに基づく各部署への定数補充をすること。 

（ウ）定数ラベル・カード紛失等の定期的な調査・報告及び各部署への紛失防止の啓発活動を

行うこと。 

（エ）診療材料の安定供給に努め、欠品のないようにすること。欠品が発生した場合は各部署

に速やかに連絡し、診療に支障をきたさないよう対応すること。 

（オ）各部署の適正在庫を維持するための定数見直し提案を行うこと。 

（カ）診療材料については、一度発注者側に所有権が移行した物品についても、包装の破損等

の場合を除いて返品に応じること。 

ウ 診療材料等臨時払出業務 

（ア）各部署からの請求に基づき払出作業を行うこと。ただし、物品マスタへ登録されていな

い品目の請求があった際は、発注者の承認を得てから払出作業を行うこと。 

エ 手術室等診療材料セット業務 

（ア）手術室等診療材料セットオーダに基づく、患者別の診療材料術式別セット品の供給搬送

をすること。 

（イ）診療材料術式別セット品の在庫管理、返却対応をすること。 

（ウ）術式別セットに組まれた診療材料は全て預託在庫とし、返却後の残数確認による返却処

理が行われた時点で所有権が移転する方式とすること。 

（エ）術式別セット内の診療報酬申請可能な物品に関しては、返却処理後、システム上でリス

ト化し医事室へ報告を行うこと。報告の内容については、医事室と協議を行うこと。 

（オ）当日発生する緊急手術等に速やかに対応すること。 

（カ）休日等の緊急手術に対応するべく、必要な数量の緊急セットの準備を行うこと。また、
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緊急セットの使用期限管理を行うこと。 

（キ）患者別術式消費データを提出すること。 

オ 在宅個人セット管理業務【海浜病院】 

（ア） 在宅個人セットオーダに基づく、患者別の診療材料セット品の供給搬送をすること。 

（イ） 患者別個人セット品の在庫管理、返却対応をすること。 

（ウ） 本業務に係る消費データを提出すること。 

カ 有効期限管理業務 

（ア）倉庫在庫、各部署定数管理物品、救急・緊急カート配置品、トリアージ用物品、感染対

策用備蓄品の有効期限チェックを行うこと。 

キ 物品マスタ管理 

（ア）統計資料の作成及び分析を行うこと。 

（イ）発注者の承認に基づく物品マスタの登録・変更・削除等のデータ管理（メンテナンス）

を行うこと｡ 

ク 内視鏡共通セット補助業務【海浜病院】 

（ア）内視鏡室用の検査・処置用共通セットを準備するため、所有権が発注者に移転している

物品のセット業務を補助すること。（緊急時も含む） 

（３）一般消耗品（日用雑貨、事務用品、印刷物）在庫管理業務 

ア 一般消耗品（日用雑貨、事務用品、印刷物）管理業務 

（ア）発注、納品検収代行を行うこと。 

（イ）倉庫への入庫、保管、棚卸等の在庫管理を行うこと。 

イ 一般消耗品（日用雑貨、事務用品、印刷物）払出業務 

（ア）各部署からの請求に基づく払出作業を行うこと。 

（イ）物品マスタ管理を行うこと。 

（ウ）統計資料作成及び分析を行うこと。 

（エ）発注者の承認に基づく物品マスタの登録、変更、削除等のデータ管理（メンテナンス）

を行うこと｡ 

（４）検査試薬在庫管理業務 

ア 検査試薬管理業務 

（ア）発注、納品検収代行を行うこと。 

（イ）納入業者が検査部へ直接納品し、検査部で納品受領した納品書に基づく情報システムへ

の入力、購入履歴の管理を行うこと。 

（ウ）血液培養ボトルについては定数管理ラベル・カードバーコードを活用した補充方式とす

ること。また、発注者の指示により再包装すること。 

イ 物品マスタ管理 

（ア）統計資料作成及び分析を行うこと。 

（イ）発注者の承認に基づく物品マスタの登録、変更、削除等のデータ管理（メンテナンス）

を行うこと｡ 

（５）薬剤管理補助業務 

ア 購買管理補助業務（薬剤師管理の下に行う） 

（ア）薬剤倉庫（注射薬、輸液、消毒薬）の発注品の抽出を行うこと。 
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（イ）発注書を作成すること。 

（ウ）納入業者へ発注補助（ＶＡＮ送信）を行うこと。 

（エ）納品検収補助及び棚入れ作業を行うこと。 

（オ）薬剤倉庫在庫、調剤室在庫の仕分け作業を行うこと。 

（カ）有効期限、破損等の確認を行うこと。 

イ 薬剤倉庫在庫管理業務 

（ア）請求受付、払出、返却処理、棚卸等の在庫管理作業を行うこと。 

（イ）集計表に基づく注射薬自動払出装置への充填薬品の取り揃えを行うこと。【海浜病院】 

ウ 薬品定数補充業務 

（ア）スケジュールに基づき、各部署へ配置される定数薬品の残数確認及びカート交換を行う

こと。 

（イ）薬剤倉庫から補充薬品の払出作業を行うこと。 

（ウ）定時定数補充作業及びカート交換を行うこと。 

エ 入院注射個人セット業務 

（ア）注射薬自動払出装置に充填されない薬剤払出作業を行うこと。 

（イ）返却薬回収搬送及び薬剤師鑑査後に注射棚へ再入庫作業を行うこと。 

オ 有効期限管理業務 

（ア）薬剤倉庫在庫及び各部署定数薬品の有効期限チェック（３ヶ月サイクル）を行い、調査

結果資料を薬剤部長へ提出すること。 

（イ）救急カート及び緊急カートの有効期限チェック（６ヶ月サイクル）を行い、調査結果資

料を薬剤部長へ提出すること。 

カ 薬務補助業務 

（ア）血液製剤施用票の受付及び薬剤部控えとの照合作業を行うこと。 

（イ）特生管理システムへの入力作業を行うこと。 

キ 薬品マスタ管理業務（電算システム） 

（ア）統計資料作成及び分析作業を行うこと｡ 

（イ）発注者の承認に基づくマスタの登録、変更、削除等のデータ管理（メンテナンス）を行

うこと｡ 

ク 冷蔵庫の温度管理補助業務 

（ア）午前と午後に冷蔵庫の温度を確認すること。 

ケ 土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（１２月２９日

から１月３日まで）の業務【青葉病院】 

（ア）緊急注射箋取り揃え補助及び搬送業務 

（イ）化学療法薬搬送業務 

（ウ）薬品定数補充及び管理（救急部） 

（エ）内服薬搬送業務 

（オ）薬剤倉庫内の在庫管理業務 

（６）搬送業務 

受注者は、搬送対象物品に対して以下の業務を行うこと｡ 

詳細は、別紙１「搬送業務区分管理表」参照すること。 
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ア 搬送対象品 

（ア）診療材料 

（イ）一般消耗品（日用雑貨、事務用品、印刷物） 

（ウ）薬剤（入院処方薬、入院注射セット、化学療法剤、定数補充薬品、カート） 

（エ）滅菌器材 

（オ）検体容器・検査検体 

イ 搬送業務 

（ア）搬送対象品の「定時搬送」、「定時巡回搬送」、「随時搬送」及び「臨時・緊急搬送」を行

うこと。 

ウ 搬送管理 

（ア）日々の搬送業務の進行管理を行うこと。 

（７）医事請求漏れ防止 

ア 医事請求に漏れが出ないよう医事シール・カード等を用いた対策を講じること。 

イ 物品消費実績と保険請求実績の突合等により、医事請求に漏れが出ない対策を講じること。

また、実績の報告ならびにデータの分析に基づいた改善提案を行うこと。 

（８）患者別原価管理 

受注者は、特定部署（手術室・血管造影室）について、患者ごとに診療材料の消費実績を管

理し、発注者の求めに応じて報告すること。 

 

４ 購買物品管理業務区分 

業務区分・業務内容別の分担については、別紙２「業務区分表」に定める。 

 

５ 業務日時等 

（１）青葉病院 

  ア 業務時間  月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時３０分まで。 

ただし、薬剤業務の一部については８時３０分から１９時００分までとする。 

イ 休日等   土曜日及び日曜日 

ただし、薬剤業務の一部については土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関

する法律に基づく休日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は、８時

３０分から１７時３０分まで業務を実施する。 

なお、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（１２月２９日から

１月３日まで）等、休日が３日以上連続するために業務日以外の出勤を要請す

る場合及び業務時間を延長する場合は、別途協議する。 

（２）海浜病院 

ア 業務時間  月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時３０分まで。 

イ 休日等   土曜日及び日曜日 

なお、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（１２月２９日から

１月３日まで）等、休日が３日以上連続するために業務日以外の出勤を要請す

る場合及び業務時間を延長する場合は、別途協議する。 
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６ 安全確保、事故防止及び設備・備品等の破損紛失等の対応 

受注者は、業務の実施にあたり安全確保に十分に留意し、事故防止に努めるとともに、受注者

の責に帰すべき事由により発生した事故に係る一切の責任を負うものとする｡また、事故及び設

備・備品等を破損等の事態が生じた（又は発見した）場合には、ただちに発注者に連絡するとと

もに、早急に適切な措置を講じるものとする｡ 

 

７ 訓練等への参加、説明会の開催 

（１）受注者は、発注者が実施する消防訓練、防災訓練、医療安全、その他病院の管理運営上必要

な事業について発注者と協議の上、これに参加すること｡ 

（２）受注者は、物品の新規採用、物品切り替え時に院内説明会を必要に応じ開催すること。 

（３）受注者は、発注者の依頼により院内での物品請求方法等の説明会を開催すること。 

 

８ 危機管理 

（１）危機管理計画を立案し、災害発生時、システム障害時等の事故発生時又は事故に準ずる事態

に適切に対応すること。 

（２）大規模災害時や緊急時に備えるとともに、災害拠点指定病院の機能を満たす体制を整え対応

すること。 

（３）ＤＭＡＴ出動時に協力できる体制を整えること。 

（４）ＤＭＡＴ管理物品について、棚卸及び期限チェックを行うこと。 

（５）標準作業書と別に、危機管理マニュアルを作成の上、発注者の承認を得ること。また承認を

得たマニュアルを発注者に提出すること。 

 

９ 従事者に係る対応 

（１）受注者は、業務を実施する従事者の名簿を発注者に提出すること｡従事者に変更があったと

きも同様とする。 

（２）受注者は、業務の実施にあたり従事者に欠員が生じることのないよう代替要員の確保等必要

な措置を請じるとともに、業務の円滑な遂行に必要な体制を整備すること｡ 

（３）受注者は、従事者の交替を行うときは、当該業務の遂行における処理能力の低下等の支障を

生ずることのないように配慮すること。 

（４）受注者は、従事者に対し、業務上必要な教育・研修を行い、業務の運営管理に支障をきたさ

ないようにすること。また、研修の実績を年度末に報告すること。 

（５）受注者は、従事者に対し、業務実施に適した服装及び名札を着用させること｡ 

 

10 守秘義務 

受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除又は契約期間満了

後においても同様とする。 

 

11 報告等 

（１）日報 

受注者は、毎日の業務終了後、速やかに業務報告書（日報）を作成し、発注者の確認を受け
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ること。日報には、以下の項目を含むものとする｡ 

ア 診療材料マスタ管理品目：発注金額・納品金額・部署払出金額・倉庫内在庫金額 

イ 診療材料マスタ管理品目以外：納品リスト 

ウ 特記事項 

（２）月報 

受注者は、当月の業務終了後、速やかに業務報告書を作成し、発注者の確認を受けること｡ 

（３）事故等の報告 

受注者は、業務実施中に問題（アクシデント・インシデント・クレーム等）が発生した場合、

ただちに発注者に報告するとともに、速やかに今後の対応策を協議し、報告書を作成して受注

者の確認を受けること。 

（４）その他 

業務責任者は、必要に応じて発注者の購買物品管理業務に関わる委員会等に出席し、適切な

助言、支援を行うこと｡ 

 

12 一般的注意事項 

（１）業務実施にあたっては、盗難、火災の発生に注意し、業務終了の際には火気の始末を確認し、

不用灯・空調他の電源を切るとともに、施錠した上で退室すること。 

（２）業務の実施にあたっては、診療業務の妨げとならないよう、また、来院者の迷惑にならない

よう注意すること。 

 

13 費用区分 

受注者は、業務を遂行するにあたり管理部署（SPD室・SPD事務室・控室・薬剤倉庫等）及び更

衣室を使用することが出来ることとする。また、発注者が負担する費用は以下のとおりとし、そ

れ以外のものは全て受注者の負担とする。 

（１）発注者保有の什器・備品費（棚、搬送カート、ロッカー等） 

（２）発注者保有の電算装置（端末、ソフトウェア等）及びそれにかかる消耗品(トナー等)*1 

（３）光熱水費（水道料、電気料、ガス料金等） 

（４）発注者の保有機器にかかる修繕費*2 

（５）発注者の保有機器にかかる部品*2 

（６）受注者の業務遂行上必要な諸帳票類（依頼書、伝票類等） 

*1：電算用装置の用紙については、受注者の負担とする｡ 

*2：受注者の故意又は過失による場合は、別とする。 

 

14 情報システムの基本要件 

（１）本業務の履行を目的として導入する情報システム（以下、「本システム」という。）を実現す

るために必要な全てのソフトウェア、ミドルウェア、ハードウェア、ネットワーク（敷設・設

定等）及び運用上の保守、既存データの移行に関する一切の費用は、見積もりに含むこと。ま

た、業務が円滑に稼働するよう発注者と協議の上、端末などを必要台数設置し、発注者が利用

する機能の操作については求めに応じて操作説明を行うこと。 

（２）薬剤管理補助業務は、発注者の保有する既存システム（令和３年６月時点で両病院とも C 
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quick stock（㈱スズケン））を用いて行うため、本システムの対象外とする。 

（３）本システムは、以下の品目を対象とする。 

ア 診療材料（受発注・在庫管理全て） 

イ 一般消耗品（受発注・在庫管理全て） 

ウ 検査試薬（受発注のみ） 

（４）本システムに障害が発生した場合は、迅速に復旧措置を行うこと。また、障害により発注者

への影響が発生した場合（受注者が発生する恐れがあると認める場合を含む）は、迅速に発注

者へ報告するとともに、復旧措置に関する報告を随時行うこと。 

（５）発注者が保有する他のシステムに影響を与える恐れのないようセキュリティ対策を講じるこ

と。 

（６）現行システムからのマスタデータ等の移行については、単なるマスタ移行では無く最新情報

を反映し、両病院統一コードを付番した上で実施すること。 

（７）本システムが診療行為の妨げにならない円滑な運用開始が行えるよう、万全な導入準備を行

うこと。 

（８）本システムより出力されるデータは、市販表計算ソフトやデータベースソフトとのデータ連

携が可能であること。なお、本システムで蓄積された実績データを市販表計算ソフトで簡便に

取り出し、自由に加工や分析が可能であること。 

（９）本システムの保守は、導入機器の取り扱いについて専門知識を有するものが対応すること。 

（10）本システムにおいて本仕様にない事項について疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、

決定するものとする。 

 

15 情報システムの機能内容 

（１）物品定数管理機能 

（２）端末からの臨時請求管理機能 

（３）消費管理機能 

（４）在庫管理機能 

（５）有効期限及びロットトレース管理機能 

（６）手術室等診療材料セット業務管理機能 

（７）物品（診療材料）統一マスタ管理機能 

（８）経営分析支援機能 

 

16 準備業務 

（１）運用開始日までに、次に掲げる準備業務を行うこと。 

  ア 標準作業書のほか必要に応じて運用ルールを定め、両病院の職員及び納入業者等に対し

説明を行うこと。 

  イ 物品管理業務を円滑に運用開始するために必要と思われる業務を行うこと。 

ウ 運用開始日までに仮稼働を行い、本稼働において業務に支障がでないようにすること。 

エ 定数管理物品の対象品目や配置場所等について、前の受注者及び各部署とヒアリングを

行い決定すること。 

オ 前の受注者から業務及び必要な物品の引継ぎを受け、業務に支障をきたすことのないよう
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にすること。また、預託在庫となっている診療材料の定数管理品については、前の受注者か

ら引き継ぎ、院内で欠品を起こすことのないようにすること。 

（２）運用開始日までのスケジュールを作成し、発注者の承認を得ること。 

 

17 特記事項 

（１）診療材料費削減 

①以下の対象期間ごとに削減率を提案すること。なお、削減率は百分率で小数第一位までと

する。 

     第一期：令和４年２月から令和５年３月（１４月） 

     第二期：令和５年４月から令和６年３月（１２月） 

     第三期：令和６年４月から令和７年１月（１０月） 

   ②削減率の計算は以下のとおりとする。 

    （（基準単価×各期購入数量）－ 各期購入額 ）÷（基準単価×各期購入数量） 

③基準単価は、第一期においては令和４年１月３１日の単価とし、第二期以降においては前

期末時点の単価と前期の基準単価を比較し安価な金額とする。 

   ④各対象期間において提案した削減率を達成しない場合は、差額を精算すること。なお、精

算方法は別途協議する。 

⑤償還価格改定の際は、改定前の本体償還価格と改定後の本体償還価格の比率（率スライド）

により基準単価を決定する。ただし、本体償還価格が上がった場合については、別途協議す

る。 

   ⑥新規採用品の基準単価は、採用時の単価と発注者が使用するベンチマークの平均単価を比

較し安価な金額とする。 

   ⑦採用品を同等の機能を有する他の診療材料へ切替えを行った際の基準単価は、切替え前の

採用品の基準単価とする。その際に、切替えの前後で採用品の入数等が異なる場合は、別途

協議する。 

   ⑧災害等不測の事態により診療材料の市場価格が大きく変動した場合や、定価の改定があっ

た際は、別途協議する。 

   ⑨発注者の使用するベンチマークシステム等から、明らかに当初設定した削減目標以上が見

込めると発注者が判断した場合は、協議の上、削減目標の変更を行うものとする。 

   ⑩基準単価が購入単価を下回る場合であっても、②の計算により各期の削減率に影響を与え

るものとする。 

   ⑪メーカー預託品については、削減率の計算に含めないものとする。 

 

18 その他 

（１）本業務に係る賠償保険に加入し、契約締結後速やかにその写しを提出すること｡また、保険期

間を更新した場合は、その都度写しを提出すること。 

（２）院内において使用する電気・ガス・水道については、効率良く使用すること｡ 

ア 使用していない部屋の照明・空調・電化製品・電算装置等の電源は切ること。 

イ 空調の温度設定を控えめにすること。 

ウ その他、光熱水費の節制に努めること。 
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（３）使用箇所の清掃、器材等の整理整頓を行うこと｡ 

（４）緊急時又は業務上必要な時以外は、病室、診察室、その他の場所には立ち入らないこと｡ 

（５）借用した鍵は慎重に取り扱い、業務を遂行するために必要な時間と場所に限って使用するこ

と｡ 

（６）受注者は、発注者の建物・設備・備品を使用する際には、受注者の責任において日々点検を

行うこと。 

（７）建物･設備･備品等の破損、異常等の発見、事故等が発生した場合は、直ちに報告し指示を仰

ぐこと｡ 

なお、受注者の責めに帰する理由により修理の必要が生じたときは、発注者の許可を得て受

注者の責任において修理を行うこと｡ 

（８）従事者の健康管理に努め、法に定められた健康診断等を行うこと。 

（９）インフルエンザ等必要と考えられる予防接種を可能な限り受けること。 

（10）関連法規を遵守すること。 

（11）院内の規定を遵守すること。 

（12）運用開始から業務が軌道に乗るまで、十分なバックアップ体制をとること。 

（13）契約期間中に、次の受注者の選定を行うにあたり、個別の診療材料の契約単価を第三者に開

示する場合があることを了承すること。 

（14）本業務に係るマニュアルの著作権は、本契約の満了又は解除に伴い、発注者に無償で譲渡す

るものとする。 

（15）受注者は、本契約の満了又は解除に伴い業務を停止するときは、業務の引き継ぎ又は引き渡

しに十分に配慮し、次の受注者の必要とするものを引き渡し、業務に支障をきたすことのない

ように全面的に協力すること。また、預託在庫となっている診療材料の定数管理品については、

次の受注者に引き継ぎ、院内で欠品を起こすことないようにすること。 

（16）本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、その業務内容及び再委

託先についてあらかじめ書面により通知しなければならない。 

（17）本仕様書の記載のない業務は、協議により実施することとするが、業務上必要と認められる

軽微な事項については、受注の範囲内で行うこと。 

（18）本仕様書での疑義及び発注者の都合により変更等が生じた場合には、協議により実施するこ

と。 

 

 

 


