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（別紙１）搬送業務区分管理表 

 

１．搬送業務区分 

凡例：◎当該業務の主担当 

業務区分 業務内容 

受

注

者 

発

注

者 

搬送業務 （定時） 定時二点間搬送 滅菌器材 使用済器材コンテナ収納  ◎ 

(滅菌器材)  使用済器材回収 ◎  

  滅菌器材供給（補充） ◎  

  滅菌期限管理 ◎  

搬送業務 （定時） 定時二点間搬送 検査検体 採血管供給 ◎  

（検査検体）   検査検体回収 ◎  

搬送業務 （定時） 

（検査検体） 

随時二点間搬送 

（海浜病院） 
検査検体 検査検体回収 ◎  

搬送業務 （定時） 定時搬送 診療材料 定数補充物品 ◎  

（物品）  一般消耗品 定期請求物品 ◎  

  注射薬 個人セット（カート・カセット供

給） 
◎  

 個人セット（カート・カセット回

収） 
◎  

  処方薬 入院処方薬 ◎  

  定数薬品 定数配置薬残数チェック（病棟） ◎  

   定数配置薬補充（病棟） ◎  

 

  
手術室定数カート（供給・交換・

回収） 
◎  

  抗がん剤混注製剤 病棟 ◎  

 随時搬送 抗がん剤混注製剤 外来化学療法室 ◎  

 定時巡回搬送 伝票回収 診療材料定数ラベル・カード ◎  

   出庫伝票 ◎  

   薬品定数請求伝票 ◎  

  臨時請求物品 診療材料 ◎  

   一般消耗品 ◎  

   臨時薬品（気送管不可品） ◎  

   滅菌器材 ◎  

  定時搬送品受領 搬送(補充)品確認    ◎ 

  受領確認（サイン等）    ◎ 

（臨時・緊急） 臨時・緊急搬送 臨時搬送（薬品） （気送管） ◎  

 臨時搬送（全物品） （各部署対応）  ◎ 

  緊急搬送（全物品） （各部署対応）  ◎ 

（時間外） 

（17：30～19：00） 

時間外搬送（青葉病院） 臨時搬送（処方薬） 入院臨時処方薬 
◎  
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２．物品の搬送及び回収頻度 

 

対象品 供給部門 搬送時刻 青葉病院 海浜病院 

〇定時巡回伝票回収業務 

 伝票回収 全部署 午前 ３回／日 ２回／日 

〇定時搬送 

 定数補充（診療材料） 病棟 午後 ３回／週 

手術室 
青葉）午前 

海浜）午後 
３回／週 ５回／週 

救急 
青葉）午前 

海浜）午後 
３回／週 ５回／週 

ＩＣＵ 
青葉）午前 

海浜）午後 
３回／週 

中央処置・採血 青葉）午後 ２回／週  

放射線科 
青葉）午前 

海浜）午後 
２回／週 ３回／週 

外来 A・Bブロック 午後 ２回／週  

外来他 午後 １回／週 ２回／週 

心カテ室 
青葉）午前 

海浜）午後 
２回／週 ３回／週 

在宅診療 午前  ３回／週 

定期請求一般消耗品（供給） 全部署 午後 １回／週 

内視鏡共通セット 内視鏡室 午後  ２回／週 

注射薬個人セット（供給） 病棟 
青葉）午前・午後 

海浜）午後 
２回／日 １回／日 

入院処方薬 病棟 午前・午後 ３回／日 ４回／日 

手術注射カート交換（供給） 手術室 午前 １回／日  

定数 Cロッカー・カート交換 手術室・ＩＣＵ・病棟 午前  ３回／週 

定数補充薬（残数チェック） 病棟 午前 ３回／週 

ＩＣＵ 午前 １回／日 ３回／週 

救急 
青葉）午前 

海浜）午後 
１回／日 ２回／週 

中央処置・放射線・外来他 
青葉）午前 

海浜）午後 
２回／週 

心カテ室 午前 ２回／週 

ＲＩ・精神・内科 
青葉）午前 

海浜）午後 
１回／週 ２回／週 

定数補充薬（補充） 
病棟 

青葉）午後 

海浜）午前 
３回／週 

ＩＣＵ 
青葉）午後 

海浜）午前 
１回／日 ３回／週 
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救急 午後 １回／日 ２回／週 

中央処置・放射線・外来他 午後 ２回／週 

心カテ室 
青葉）午後 

海浜）午前 
２回／週 

ＲＩ・精神・内科 午後 １回／週 ２回／週 

在宅診療 午前  ３回／週 

抗がん剤混合剤（供給） 外来化学療法  随時 

 

対象品 供給部門 搬送時刻 青葉病院 海浜病院 

〇定時二点間搬送業務 

 使用済み器材回収 病棟 午前 １回／日 

救急・ＩＣＵ 午前 １回／日 

外来他 
青葉）午後 

海浜）午前 
１回／日 

滅菌器材供給 全部署 午後 １回／日 

採血管供給 病棟・外来他 午後 １回／日 

検査検体回収 病棟 午前・午後 ４回／日 ３回／日 

外来 
青葉）午前・午後 

海浜）午前・午後 
３回／日 ３回／日 

〇定時巡回搬送業務 

 各依頼物品 全部署 午前・午後 ２回／日 

〇随時搬送業務 

 検査検体回収 救急 9:30～17:00  随時 

〇休日（土日祝日） 

 入院処方薬 病棟 午前・午後 ２回／日  

抗がん剤混合剤（供給） 病棟 午前 １回／日  

定数補充薬（残数チェック） 救急 午前 １回／日  

定数補充薬（補充） 救急 午後 １回／日  

 
注射薬個人セット（供給） 

病棟 午後 １回／日  

 ＨＣＵ 午後 ２回／日  

 医薬品返品回収 病棟 午前 １回／日  

 
伝票回収 

病棟 午後 １回／日  

 ＨＣＵ 午後 ２回／日  

 


