
ＳＰＤ業務委託仕様書

本仕様書は、常滑市病院事業（以下「当院」という）が当院におけるＳＰＤ業務（以下「本業

務」という）を委託するにあたり適用する仕様書である。本業務受託業者（以下「受託者」とい

う）は、本業務が当院の運営に及ぼす影響の極めて大なることを十分に認識し、本仕様書に基づ

き確実且つ円滑な業務を実施するものとする。

１.目的

当院のＳＰＤ業務を委託することにより、物流管理業務の効率化を図り、当院職員の本来

業務への専念、患者サービスの一層の向上に寄与することを目的とする。

２.業務委託期間

業務委託期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までとする。

３.業務実施場所・人員配置及び業務実施時間

(１)業務実施場所は、当院の１階ＳＰＤセンター及び院内各部署とする。

（２)受託者は、作業工程及び内容についてＳＰＤ業務運用マニュアルを作成し、

運用マニュアルに基づき、本業務に必要な人員を配置するものとする。

人員は現場統括責任者 1名、配送スタッフ 2名を確保すること。

(３)業務実施時間は、平日８時３０分より１７時１５分とし、土曜日、日曜日、祝祭日を

除くものとする。ただし、ゴールデンウィーク、年末年始等３日以上の長期連休につい

ては、当院と協議の上、決定する。

４.管理対象物品

医療材料、医薬品・毒劇物（体外診断検査薬、手指消毒液、消毒液、消毒綿棒等）、

検査試薬、医療消耗備品、医療消耗品、一般消耗品を管理対象物品とする。（約 6000 品目）

在庫管理品目（約 1,000 品目）

５.本業務に係る基本条件

（１） 管理対象物品の契約業者及び契約単価は当院が決定するものとする。

また、受託者は当院が決定した契約単価で購入し、当院へ請求を行うものとする。

（２） 管理対象物品の内、医療材料、医療消耗品、医薬品・毒劇物、検査試薬については、

定数カードにて物流管理を行うこととし、定数カード種別については、定数品（ＳＰＤ

センター在庫あり）、準定数品（ＳＰＤセンター在庫なし）とする。

一般消耗品については、在庫管理・払出業務とする。

（３） 定数品（医療材料）は消費払い方式（受託者預託方式）を採用し、定数品（医薬品・



毒劇物）、準定数品（医療材料、医薬品・毒劇物）、直納品（臨時購入品）については入

荷時点で当院買取りとする。また、手術・アンギオ使用分については、使用材料確認後、

当院へ請求することとする。

（４） 当院の経営支援に努め、同種同効品の統一提案や対抗品提案、メーカー統一提案等に

よる契約単価引下げに積極的に取組むこととする。

（５） 受託者は、過去５年以内に病床数２７０床以上の病院でＳＰＤ業務を３年以上継続し

て受託した実績を複数持つことと。

（６） 安心安全な供給運用の担保として当院と過去１０年間で取引実績があること。

（７） 本業務を遂行するにあたり、ＳＰＤシステムを問題なく使用できる知識、管理対象物

品の基本的知識を有し、過去、当院の委託実績がある場合は半年以上、無い場合は 3年

のＳＰＤ業務経験者を現場統括責任者とし、病院のニーズに合った運用を行うこととす

る。

（８） 暴力団員及び暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は

特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者ではないこととする。

（９） 本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には、事前に再委託先の実績を提出

し当院の承諾を得ること。

（１０）当院内の指定場所にＳＰＤセンターを設置し、医療材料の安定供給を行うこととする。

ただし、長期連休の在庫確保について、ＳＰＤセンターのスペースに限りがある為、当

院から概ね６０分以内の地域に、一時保管が可能であるスペースを設けることが望まし

い。

（１１）安定的に医療材料の供給を行う為、受託者は愛知県内に物流倉庫を保有するとともに、

大規模災害に備え、当該地域以外からも医療材料の供給体制が確立されていること。

なお、受託者は本業務開始 1カ月前までに自社の作成した BCP マニュアルを当院に提出

すること。

（１２）受託者は、ＳＰＤ業務運用マニュアルを作成し、本業務開始１ヶ月前までに当院へ提

出するものとする。なお、業務の変更、見直しを行う場合には、当院と協議の上決定し、

その都度運用マニュアルを提出することとする。

（１３）受託者はＩＳＯ９００１の認定を過去又は現在受けており、医療材料の品質管理及び

情報セキュリティマネジメントに留意していること。

（１４）当院と受託者間における費用区分は下記のとおりとし、下記以外のものは当院と協議

の上、決定する。



６.受託業務内容

(１)在庫管理業務

１）管理対象の医療材料・医療消耗品は、定数補充方式により供給するもの（定数品、

準定数品）と、それ以外のもの（直納品）に区分し管理すること。なお、定数品、

準定数品の品目は、当院と協議の上、決定する。

２）定数品、準定数品は、定数カードを管理対象物品に貼付し、院内各部署へ設置する

こと。ただし、何らかの理由で返品となった場合、包装の破損、滅菌期限６ヶ月未

満等を除いて、可能な範囲で返品に応じること。

３）定数品、準定数品は、一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器のすべてに

おいて、商品包装単位および定数配置単位（分割単位）と滅菌期限、ロット番号を

電子情報で控えておき、厳正な管理を行えること。

４）管理対象の医療材料にメーカー等から自主回収、もしくは不具合の報告があった場

合は、メーカー及び契約業者と協力し、当院対象部署に速やかに報告し、当院の指示

に従い、当該材料の回収作業を行うと共に回収状況の報告を行うこと。

５）当院の要請又は受託者からの提案により、医療材料をメーカー出荷時包装単位以下

に分割し、供給すること。なお、分割して出庫する医療材料についても、ロット番

号・滅菌期限等のトレーサビリティーを取れること。

ただし、分割することが、医療材料の品質管理上不適切である場合は、その旨を当

院に説明し、分割は行わないこと。

６）定数については、各部署の使用状況を考慮し、適切な数量を設定し、当院の了承を

項 目
負担区分

当院 受託者

１ ＳＰＤセンター、作業室及びその付帯設備（既設の什器・備品） ○

２ 既設の付帯設備以外の什器・備品 ○

３ 更衣室及びロッカー ○

４ ＳＰＤセンターの光熱水費（水道、電気、空調） ○

５
ＳＰＤシステム及びその設置工事費

（LAN 工事、電話回線、インターネット回線）
○

６ 搬送用カート，搬送トレイ、その他業務で使用する運搬機器 ○

７
業務に必要な消耗品

（カード、ラベル、各種用紙、インクリボン、トナー等）
○

８ 制服（クリーニング等を含む）、名札 ○

９ 通信費（電話回線、インターネット回線） ○



得ること。

７）半年に一度の部署棚卸を実施し、各部署の使用状況を考慮した上で定数見直し資料

を年２回以上提示し、適切な定数管理を行うこと。なお、管理部署からの臨時的な

定数変更依頼についても対応すること。

８）一部消耗品については、ＳＰＤセンター在庫数を当院と協議の上決定し、在庫数量、

払出部署、払出数量を把握し、適時当院へ報告すること。

９）今後、当院からの要望があれば消耗品（50 品目）・文具（50 品目）・印刷物（10 品

目）払出の管理を行えること。

１０）バーコードカードはディスポカ―ドであること。

（２）発注管理業務

１）各部署の定数カードの回収とカード読込みは当院職員で行うが、契約業者への発注

は受託者が行うこと。

２）管理対象物品の納期確認を定期的に行い、メーカー長期欠品等により納期遅延とな

る場合は、当院へ報告し、メーカー及び契約業者と協力して代替品等の提案を行う

こと。

３）直納品、検査試薬については、当院が承認した「物品購入請求書」に基づき契約業

者へ発注を行うこと。

４）一部消耗品については、在庫数量、発注数量を当院へ報告すること。ただし、契約

業者への発注は当院が行う。

（３）消費管理業務・支払代行業務

１）定数品、準定数品、臨時払出品の消費金額と定数カード消費枚数を種別ごとに、毎

日当院へ報告すること。

２）直納品については、納入業者による各部署納品後、「物品購入請求書」と当院職員の

捺印のある契約業者納品書を照合し、消費データを作成すること。

３）手術使用分、アンギオ使用分については、当院が承認した「使用報告伝票」と当院

職員の捺印のある契約業者納品書を照合し、消費データを作成すること。

４）当月消費分の管理対象物品の集計資料及び請求書を以下の区分ごとに作成し、翌月

第 6営業日までに当院へ提出すること。区分とは、『定数品（医材）、定数品（医薬

品・毒劇物）、準定数品（医材）、準定数品（医薬品・毒劇物）、臨時品（医材）、臨

時品（医薬品・毒劇物）、臨時払出（医材）』のことである。

ただし、諸事情により提出が遅延する場合は、事前に当院へ報告すること。



（４）棚卸業務

１）ＳＰＤセンターの棚卸を月１回実施すること。

２）部署棚卸を年 2回以上実施すること。

３）定数管理材料について、年２回以上部署の定数カード紛失調査を実施し、結果を当

院に報告すること。

（５）搬送・供給業務

１）搬送部署、搬送スケジュールについては、『別紙』に基づき行うものとするが、３日

以上の長期連休については当院と協議の上、決定する。

（管理対象部署、搬送スケジュールについては、別紙参照）

２）定数管理材料は、定数カードの回収・カード読込み後、ピッキングリストに基づく

搬送準備を行い、各部署所定の棚に補充すること。ただし、診療の関係上、棚への

補充が難しい部署については、各部署での窓口渡しも可能とする。

３）ＳＰＤセンター在庫品の臨時払出については、原則各部署職員によるＳＰＤセンター

での受取りとするが、緊急時等は必要に応じて各部署へ搬送すること。

４）ＳＰＤセンター在庫品については、欠品を起こさないよう消費実績等を参照して、Ｓ

ＰＤセンター在庫の見直しを随時行うこと。

（６）経営支援業務

市場価格に関する情報提供（ベンチマーク）、償還価格に関する情報提供、同種同効品

の比較検討が行えることが望ましい。

７.ＳＰＤシステム・情報管理

（１）ＳＰＤシステム概要

１）受託者は本業務を円滑に遂行するためにＳＰＤシステムを持込み、医療材料の在庫

管理業務、発注管理業務、消費管理業務を行えること。

２)管理対象物品の品目毎に発注管理、納品管理、払出管理、在庫管理、消費管理、ロ

ット番号・滅菌期限管理ができるシステムであること。

３）システムに蓄積されたデータは、ＥＸＣＥＬ形式で取り出し、自由に加工や分析が

可能であること。

４）医療材料マスタの登録情報の中に、納入業者、商品コード、メーカー名、商品名、

型番、規格、JAN コード、クラス分類、生物由来区分、バラ単位名、納入単位名、

納入単位入数、定価、納入価格、償還区分、償還分類名称、償還価格、商品分類

名称、レセプト電算コード、医事コード、定数区分、診療科名、商品分類名、課

税区分等を保有し、容易に登録・修正・出力作業が可能であること。

また、業界標準の医療機器データベース（MEDIS-DC 等）に準拠したマスタ構築、



更新が可能であること。

５）契約情報等の世代管理が可能であること。

６）償還価格改定時の償還分類名称、償還価格等の変更は自動更新が可能であること。

７）償還材料、加算材料について、色別シール等を用いて視覚的に区別することが可能で

あること。

８）医療材料マスタに使用診療科を登録し、診療科別消費実績データの作成が可能

であること。

（２）情報管理

１）当院の要望に応じて、医療材料マスタ、部署別定数データ、消費実績データ等の資

料、データを提供すること。また、データでの資料提供時は、セキュリティー付Ｕ

ＳＢメモリおよび電子メールを使用すること。

２）当院への月次提出データとして、以下のものを作成すること。

・消費実績データ

（管理対象物品別、部署別、償還分類名別、診療科別、前月・前年比較）

・医療材料マスタデータ

・部署別定数データ

・品目別定数データ

・手指消毒剤払出データ

３）受託者は、本業務にて知り得た個人情報、当院機密情報等の漏洩、滅失、棄損、改

竄等の防止に努めると共に、その他の守秘義務を遵守すること。

なお、本契約の満了または解除した場合も同様である。

８.その他

（１）受託者は、ＳＰＤ業務運用マニュアルに沿って確実に本業務を遂行すること。また、本

業務を遂行する全スタッフに対し教育訓練を実施し、安定的なＳＰＤ業務の遂行に努め

ること。

（２）本業務を遂行するスタッフは清潔な制服を着用し、また当院内での身分を明確にする

ために、必ず名札を着用すること。

（３）本業務を遂行するスタッフは、病院の特殊性、公共性に鑑み、患者及び訪問者に対し

て、挨拶、言葉遣い等接遇に十分注意すること。

また、管理対象物品搬送時は、患者、訪問者の通行を第一優先とし、搬送時以外のエ

レベーターの使用を慎むこと。

（４）受託者は、当院の管理運営上必要な研修に参加すること。

（５）盗難、火災の発生に注意し、業務終了時には火気の始末確認、不用灯を消灯すると共に、

施錠確認を十分に行うこと。



（６）受託者業務スタッフの健康管理、労務災害及び労務管理に関することは、全て受託者の

責任とすること。

（７）本業務中に実際の業務内容と異なる事態や過失、誤りが発生した場合は、速やかに当院

へ報告し、然るべき対応を行うこと。

（８）現受託者は次期受託者へ誠実に引継ぎ業務を行い、当院運営の妨げにならないようにす

ること。受託者が変更になる場合、旧システムから新システムへコンバートできる情報

を CSV で出力できるようにシステム改良を行うこと。

（９）現受託者預託品について、各部署に配置されている定数在庫及びＳＰＤセンター在庫品

は当院が現受託者より買取ることとする。

（１０）本仕様書に定めのない事項については、当院と協議の上、決定することとする。



別紙

【管理対象部署】

※搬送がない部署については、臨時払出の対応をすること。

部署名

毎日

搬送 搬送時間 部署名

毎日

搬送 搬送時間

３階病棟 ○ 午前 臨床工学室 ○ 午前

西４階病棟 ○ 午前 血液浄化センター ○ 午後

東４階病棟 ○ 午前 リハビリセンター ○ 午後

西５階病棟 ○ 午前 栄養管理室 ○ 午後

東５階病棟 ○ 午前 薬局 ○ 午後

６階病棟 ○ 午前 放射線科 ○ 午後

HCU(3 階病棟) ○ 午前 検査（検体） ○ 午後

皮膚科 ○ 午後 検査（微生物） ○ 午後

泌尿器科 ○ 午後 検査（生理検査） ○ 午後

内視鏡室 ○ 午後 検査（病理診断） ○ 午後

整形外科 ○ 午後 検査（採血室） ○ 午後

内科 ○ 午後 検査（一般） ― ―

中央処置室 ○ 午後 検査（血液） ― ―

外科 ○ 午後 医療安全環境管理室 ― ―

眼科 ○ 午後 地域連携室 ― ―

婦人科 ○ 午後 解剖室 ― ―

口腔外科 ○ 午後 特定感染症病床 ― ―

小児科 ○ 午後 管理課 ― ―

耳鼻いんこう科 ○ 午後

化学療法センター ○ 午後

看護外来 ○ 午後

健康管理センター ○ 午後

救急医療室 ○ 午後

手術センター ○ 午前

アンギオ室 ○ 午前

中央材料室 ○ 午前


