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                             （別紙 1） 

市立柏原病院検体検査業務仕様書 

 

 検体検査業務委託者である市立柏原病院（以下「甲」という。）の業務委託契約に基づいて受託者 

（以下「乙」という。）が行う検体検査業務は、この仕様書並びに別紙 市立柏原病院検体検査業務委

託仕様書（以下「仕様書等」という。）によるものとする。 

 

1. 業務名    市立柏原病院検体検査業務 

 

2. 目的 

本業務は、一般検査、血液検査、生化学検査、免疫・血清検査等の検体検査及び細菌検査を病院

内または病院外で実施し、また、これに付随する検査受付業務、検体回収業務、検査件数等統計処

理、及び甲からの問い合わせへの対応等を行うものである。 

なお、業務を行う院内検査室は、業務委託関連法規の遵守を原則とした民間検査室委託方式（ブ

ランチラボ方式）によるものとし、迅速かつ正確な検査体制を確立し、効率的かつ経済的な運営を

行うことを目的とする。 

    

3. 履行場所 

(1) 所在地 大阪府柏原市法善寺 1丁目 7番 9号 

(2) 名 称 市立柏原病院内 2階 中央検査室 

 

4. 履行期間 

   平成 30年 2月 10日から平成 35年 1月 6日まで。 

(1) 履行上の問題が無く、甲乙双方に異議がなければ、平成 37年 1月 10日までの間、1年ごと

に契約を延長できるものとする。（１年目は平成 36年 1月 5日まで）ただし、各年度の契約

金額は、当該年度の委託者の予算の範囲内とする。 

 

5. 業務の切り替え 

(1) 市立柏原病院臨床検査業務に関する公募型一般競争入札により決定した受託者は、平成 30

年 2月 10日午前 0時 00分から速やかに業務を開始できる体制を整えること。なお、業務の

開始日時である平成 30年 2月 10日午前 0時 00分を「業務切替日」と呼ぶ。 

(2) 受託者は、業務受託決定後から業務切替日までの具体的なスケジュールを委託者に提示する

こと。 

(3) 受託者は、委託者及び現受託者と業務の切り替えについて事前に十分な協議を行い、業務切

替日から業務を開始できる体制を整えること。また、業務切替日以後の業務についてその質

を落とすことなく、診療に影響が生じることのないよう十分に準備すること。 

 

6. 委託業務内容 

(1) 検体検査業務 

仕様書等のとおり業務を実施すること。 

(2) 検査受付・搬送業務 

① 検体の受付及び搬送 

② 病棟における翌日検査依頼分の採血管等準備（採血管、尿コップ等） 

仕様書等のとおり業務を実施すること。 



- 2 - 

(3) 統計資料等作成業務 

① 各種委員会への提案、調査及び報告資料の作成 

② その他検査室の運営に関する提案、調査及び報告資料の作成 

(4) その他検体検査関連業務 

 

7. 業務内容 

(1) 検査室運用時間（検査体制：24時間 365日） 

① 平日：午前 8時 30分～午後 5時 00分 

② 平日夜間:午後 5時 00分～翌朝午前 8時 30分 

③ 土曜日、日曜日、祝日：午前 8時 30分～午後 5時 00分 

④ 土曜日、日曜日、祝日夜間：午後 5時 00分～翌朝午前 8時 30分 

※ 12月 29日～1月 3日の年末年始の期間は、土曜日、日曜日、祝日扱いとする。 

(2) 検査実施及び検査結果報告義務 

① 検査を委託された検体を仕様書等に定める方法によって検査を実施し、速やかに甲のシステ

ムに送信・報告すること。 

② 検査報告に疑義のある場合には、乙は甲の指示に従い、直ちに再検査を行い甲に報告しなけ

ればならない。この場合に係る経費については、乙の負担とする。 

③ 乙は、甲の請求があったときは、当該業務の処理状況を報告しなければならない。 

④ 甲は、必要と認めるときは乙に対して業務の履行状況について随時報告し、又は報告を求め

ることができる。 

(3) 検体の受付及び搬送  

① 各検体提出元から検体検査室への検体搬入方法は仕様書等のとおりとする。 

② 検体検査室に搬入後は、受付情報に基づき到着確認、仕分け分類を行うこと。 

③ 病棟翌日は、別に指定する時間までに検査依頼のあったものについて、ラベル発行及び貼り

付けを行い、容器を各病棟に搬送するものとする。 

(4) 検査データ  

① 乙は現状の使用機器・使用試薬からの変更時は、相関データ取りを実施し、甲の承認を受け

るものとする。 

② 検査データの前回値として、乙は前受託業者の検査システムから過去１年分全てのデータを 

 乙の検査システムにコンバートする。発生する経費については、乙の負担とする。 

③ これらのデータの所有権は甲に所属する。 

(5) 検体の保存  

甲から受託した検体について、甲の施設で検査したものについては甲の指定する期間、また、

乙の施設で検査したものについては受領後 3 週間保存する。なお、甲から検体返却の要請が 

あった場合は、速やかに返却すること。輸血実施前の被験者保存血液は 2年間保存する。  

(6) 検査の変更  

検査に係る重要な変更については、事前に甲の設置する検体検査に関する委員会において 

協議するものとする。また、甲から新規項目の依頼がある場合には速やかに協議すること。  

(7) 再委託 

① 乙は、業務の全部を一括して第三者に委託、または請け負わせてはならない。  

② 検査項目に関して、乙自ら実施することができない項目や他施設とデータに乖離の見られる 

項目について他の機関に再委託することができるが、この場合あらかじめ再受託者を明示し、 

甲の承認を得ること。ただし、その割合は委託項目件数の 10％を超えてはならない。 

(8) バックアップ体制  
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甲の施設における検査において、検査機器及びシステム等のトラブルに備えること。 

(9) 記録保存  

検査に係る記録を、甲の指定する期間保存するものとする。ただし、甲の施設で検査したもの

については検査室において保存すること。また、甲の要請があればいつでも必要に応じて報告

できるよう整理しておくこと。 （厚生労働省・地域感染防止ネットワーク用提出のデータ等も

含む） 

（10）その他関連業務  

特定検査項目の検体管理及び搬送準備業務  

別途甲が指定する検査項目について、当該検体の保管・管理を行い、適切に搬送できるよう

に準備を行うこと。また、甲の要請に応じて、当該検査依頼書、伝票及び検査結果等の書類を

提出できるよう整理しておくこと。 

（11）施設基準に関する事項 

検体検査管理加算料（Ⅰ）、（Ⅱ）を算定できる体制を構築すること。 

 

8. 検体検査に係る管理業務  

(1) 検査機器等  

委託業務に必要な機器及び備品並びにシステム（以下「検査機器等」という。）については、乙

の負担により導入のうえ甲が乙に提供する中央検査室に設置し、採血室のラベル発行業務の他、

相互通信が可能な検査室内のシステムを構築し、円滑な検体検査業務を行うものとする。 

① 検査機器等は仕様書等に記載している現状機器一覧を参考に、検査結果を概ね１時間以内に

報告できる処理能力以上のものを設置すること。 

② 設置する機器は新品、中古品を問わないが、委託期間中継続して業務を行えるよう整備し、 

更新や故障等により機器の入替えを行う場合、それに係る費用は全て乙の負担とする。 

③ 業務の能率をアップさせるなどの目的のために、検査機器等以外の機器類を、乙の負担にて

甲の施設内に設置することは可能とする。ただし、設置にあたっては、あらかじめ甲と協議

することとする。 

④ すべての検査機器等については、日常メンテナンス及び定期メンテナンスを実施し、検査 

精度の確保を図ること。 

(2) 病院の医療情報システム（ソフトウェア・サービス株式会社）との接続  

① 検査結果の報告・送信を行うために、甲が使用する医療情報システムとの相互通信が可能と 

なるよう、検査機器等の接続を行うものとする。 

② 検体検査結果は、医療情報システム端末で確認できるものとする。  

③ 医療情報システムに機器等を接続するに際し、発生する経費については乙の負担とする。 

④ 医療情報システムとの接続にあたり、甲が別途指示する要件を満たさなければならない。 

⑤ 乙は 5年間の発生データの保持義務を負うものとする。 

(3) 試薬及び消耗品  

① 試薬及び消耗品は乙の負担とし、受託者が検査精度を適正に保つよう適正な保管をする 

とともに、適正在庫に努めること。 

② 参考として現在使用している試薬は、仕様書等に記載しているものである。 

③ 使用する試薬・消耗品については、乙の負担とする。 

(4) 精度管理の実施  

試薬の取扱い・保管、検査機器等の保守管理、検査・測定技術の標準化等を適正に実施し検査

精度の向上を図るものとする。  

① 内部精度管理を毎日行い、信頼できる検査結果であることを確認するとともに、甲が提出を 
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求めた場合には速やかに報告するものとする。 

② 外部精度管理は、日本医師会、日本臨床検査技師会が行う全国規模で実施されているコント 

ロールサーベイに参加し、結果を病院に提出すること。 

(5) 業務遂行上の留意事項 

① 甲は、甲の医療上の必要から生じた検体検査及び休日及び時間外等で緊急を要する検体検査 

を甲の職員が実施する場合は、乙の管理する検査機器類及び検体検査業務に必要な試薬、 

消耗品等を使用することができるものとする。 

② 乙は前項により、発生した費用を甲に請求できるものとする。 

(6) 施設の賃借及び保守 

① 甲は乙が本業務を履行するために必要とする甲の所有の施設（以下「本施設」という。）を、 

乙に対し無償で貸与するものとする。 

② 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって本施設の維持管理にあたるとともに、当該等委託 

業務以外の目的にこれを使用してはならない。 

③ 乙は、故意又は過失により本施設を毀損したときは、甲の指定する期間内に原状に回復しな 

ければならない。 

④ 乙は、本業務委託契約が満了及び解除された場合には、速やかに甲に対し本施設を返還しな 

ければならない。 

 

9. 費用負担 

委託業務の遂行に関する経費の費用負担は次のとおりとする。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ものとする。 

(1) 甲の負担 

① 業務を遂行する為に必要な検査室及び技師室等のスペース 

② 空調設備、電源設備、給排水設備に関する費用 

③ 業務遂行に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費 

④ 業務の遂行により排出される廃棄物の処理費用 

(2) 乙の負担 

① 仕様書等に記載された委託業務の遂行に必要な業務従事者 

② 乙が設置する検査機器等及びそれに係る保守管理費・修繕費 

③ 乙が設置する検査機器の当院システムへの接続経費 

④ 検査に係る試薬、診療材料及び消耗品（採取容器等。ただし、衛生検査所業公正競争規約に 

基づき、無償提供が禁止されたものはこの限りではない。） 

⑤ 乙が設置する業務に必要な通信回線の開設工事等の導入費及び通信費用 

⑥ 業務遂行に必要な帳票類（検査依頼、報告書外） 

⑦ 業務遂行に必要な事務用消耗品、業務用被服等 

⑧ 業務従事者に必要な教育、健康管理費用 

 

10. 業務従事者  

医療法及び同施行令並びに同施行規則を満たすことを基本条件とし、かつ、次の条件を具備する

ものとする。 

(1) 業務従事者  

① 業務従事者には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律（労働者派遣法）」による派遣労働者ではなく、全て、自ら雇用する労働者を従事

させること。 
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② 受託業務を円滑に遂行するために必要な知識及び技術を有する臨床検査技師・衛生検査技師

については、受託する業務を適切に行うために必要な人数を配置すること。なお、業務従事者

については、医療法施行規則第 9条の 8第 1項第 7号に規定する研修を十分行い、業務の質の

低下を招かないよう配慮すること。 

③ 業務従事者の経験不足等から業務の遂行に影響を及ぼすような頻繁な業務従事者の異動は行

わないこと。 

④ 業務従事者の名簿を提出すること。なお、異動がある場合も同様とし、その都度、事前に提出

すること。 

⑤ 業務従事者の休暇等に備え、業務従事者の代行等業務履行に支障のない体制を確保すること。 

⑥ 業務従事者として不適当と認められることがある場合は、甲乙協議して改善を図るものとする。 

(2) 受託責任者の設置  

受託責任者として、10 年以上の検体検査業務の実務経験を有する臨床検査技師を病院検査室

内に配置し、次の職務を行わせること。なお、受託責任者は甲に対する専任であることを要す

る。  

① 検体検査業務全般の把握、調整及び見直し  

② 円滑な業務運営のため、充分な甲との連絡及び甲が開催する定期協議への出席 

③ 精度管理を含む業務の指導監督及び従事者の労務管理、研修・訓練、健康管理及び施設設備の

衛生管理等 

(3) 精度管理責任者の設置  

医療法施行規則第 9条の 8第 1項第 3号に規定する精度管理を職務とする者として、検体検査

業務について 5 年以上の実務経験を有する臨床検査技師を病院検査室内に配置すること。なお、

精度管理責任者は甲に対する専任であることを要する。  

 

11. 乙の責務  

(1) 一般的注意事項  

乙は、業務を遂行するに当たり、病院が公的医療機関として市民に適切な医療サービスを提供

するものであることを十分認識し、病院業務に従事する職員としての自覚を持つこと。 

(2) 関係法令の遵守  

乙は、業務を遂行するに当たっては、医療法及び医療法施行令等関係諸法令並びに大阪府、 

柏原市、厚生労働省その他関連省庁の取り決める関連法規及び通知等を遵守すること。 

(3) 業務遂行体制の確立  

乙は、業務の円滑な遂行のための体制を整えるとともに、作業手順を記した作業マニュアル等

を作成し、それらを遵守すること。  

(4) 守秘義務  

乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除及び契約

期間が終了した後においても同様とする。なお、乙は、研修等を通じて業務従事者に対して、プ

ライバシーの保護の重要性を十分に認識させるなど、個人情報の保護に万全を期すること。  

(5) 帳票類（電子媒体含む）の整理整頓・持ち出し禁止  

乙は、本業務に係わる帳票類を整理保管し、甲が要求した場合は速やかに提示すること。なお、

これらを甲の許可なく持ち出ししてはならない。  

(6) 要望等の調整義務  

乙は、業務の履行にあたり、病院内の各部署から要望、相談等があった場合には、甲と協議の

うえ、これらの調整を行うものとする。  

(7) 業務期間中の服装等  
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乙は、業務従事者に業務遂行に適切な服装及び名札を着用させなければならない。  

(8) 業務環境の整備  

乙は、業務に係る環境を常に清潔な状態に保つよう努めること。また、検査室内における電気、

水道等の使用及び入退室管理、火気点検等安全管理に万全を期すること。  

(9) 業務従事者への指導教育  

乙は、業務の実施に先立って業務従事者に対し、業務に関する契約書、仕様書等及び指示事項

等について十分に周知させるとともに業務処理に必要な教育訓練を実施し、甲の管理運営に支障

を来さないよう万全を期すこと。  

(10) 代替要員の確保  

乙の事情により業務従事者の欠員が生じることがないよう、業務従事者と同等の能力を有す

る代替要員の確保等必要な措置を講じること。  

(11) 健康診断等  

乙は、労働安全衛生法の規程に基づき、業務従事者の健康診断を実施し、必要な予防接種を

行い、健康管理に留意すること。その費用は、乙の負担とする。また、感染症疾患に罹患した

業務従事者を業務に従事させてはならない。 

(12) 院内感染防止  

乙は、衛生管理に注意し、針刺し事故等院内感染防止に努めるとともに、甲の院内感染対策

マニュアルに基づき対処すること。その費用は、甲の責に帰すべき場合を除き乙の負担とする。  

(13) 業務日誌等の提出  

乙は、業務組織表（社の連絡体制及び従事する職員名簿）を、契約締結後速やかに甲に提出

し、承認を得ること。また、日々の業務終了後、業務日誌（日報）及び台帳を作成し、甲の要

請があった場合には速やか提出すること。  

(14) 医療関連サービス  

乙は、財団法人医療関連サービスマーク振興会の定める「検体検査（衛生検査所）」の認定

基準を満たし、その業務管理体制を維持すること。  

(15) 事故の防止  

乙は、委託業務の遂行に必要な安全管理と事故防止に努めること。また、委託業務の実施に

あたり、機器器具等の日常点検を行い、取扱いにあたっては十分注意の上操作し、事故を未然

に防止しなければならない。 

(16) 事故等の報告  

乙及び業務従事者は、委託業務の実施において建物・設備等の破損、異常等を認めた場合は、

直ちに甲に報告しなければならない。また、事故が発生した場合は、直ちに適切な措置を講ず

るとともに甲に報告しなければならない。  

(17) 損害賠償責任  

乙は、その責に帰すべき事由により委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えた時

はこれを賠償しなければならない。 

(18) 持ち込み備品の報告  

乙は、業務を遂行するために持ち込む備品等がある場合は、あらかじめそのリストを提出し、

甲の承認を得ること。  

(19) 検体検査業務責任者との協働  

受託責任者は、院内の検体検査業務責任者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行い、業

務の履行に関する全般的な調整を図ること。  

(20) 院内各委員会等への参加  

乙は、甲が院内に設置する検体検査に係る委員会に参加し、その議事録を作成すること。ま
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た、院内で行われる各種会議、委員会等に、要請があれば参加すること。  

(21) 甲が実施する事業への参加  

乙は、甲が実施する消防訓練、災害訓練、各種研修その他の事業に積極的に協力・参加する

こと。  

(22) 業務効率化及び経費節減への協力  

乙は、業務改善に関する具体的かつ現実的な提案を行うなど、甲とともに本業務の効率化及

び経費節減に積極的に協力すること。  

(23) 報告事項等  

甲から、業務の履行に関する資料提供の要求があったときは、速やかに提出すること。また、

医療監視等の行政監査・指導のあった場合、関係帳票及び関係資料の作成等について、甲に協力

するとともに、甲又は関係官公庁等から指示指導を受けた事項については、速やかに改善するこ

と。 

(24) 委託業務実績の検証  

乙は、委託業務の実績及び内容等に係る検証（セルフモニタリング）を行い、その結果を遅滞

なく甲に提出すること。  

(25) 現受託者からの引継 

現受託者は、新たに甲とブランチラボ方式の取引を開始する乙に対して、業務に支障をきたさ

ないよう十分な引継ぎを行うものとする。 

（26） 業務の引継  

契約期間の満了又は契約の解除等により、乙が当事者でなくなる場合には、乙は業務一切の引

継を甲が定める期間内に確実に行い、病院の運営に支障がないよう対処しなければならない。 

 

12. 堅上診療所検体検査業務について 

  甲が運営する堅上診療所からの検査について、仕様書等に基づき、乙は受託するものとする。 

(1) 業務委託名称  

堅上診療所検体検査業務委託 

(2) 業務委託期間  

平成 30年 2月 10日から平成 35年 1月 6日まで 

 履行上の問題が無く、甲乙双方に異議がなければ、平成 37 年 1 月 10 日までの間、1 年ご

とに契約を延長できるものとする（１年目は平成 36 年 1 月 5 日まで）。ただし、各年度の契

約金額は、当該年度の委託者の予算の範囲内とする。 

(3) 業務履行場所  

大阪府柏原市大字雁多尾畑 4812番地の 1 

堅上診療所 

(4) 業務内容 

① 甲は、堅上診療所からの検査を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 

② 乙は甲の指示に従って堅上診療所を訪問し、受託を受けた検体を收集し、速やかに検査（外

注）を行うものとする。 

③ 乙は委託を受けた検体の検査を確実に実施し、検査成績については責任を追うものとし、そ

の都度報告（甲が指定する項目で書式は任意様式）するものとする。 

④ 乙は毎月末に堅上診療所検査委託料を別途甲に請求するものとする。 

⑤ 検査委託料は、市立柏原病院との契約金額を参考に別途協議するものとする。 

 

13. 請求及び消費税  
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  請求方法は、各検査１件あたりの単価に、１か月の検査件数を乗じた額を毎月ごとに請求するこ

と。消費税については、毎月別途加算すること。但し、円未満は切り捨てること。また、市立柏原

病院検査委託料と堅上診療所検査委託料を別途請求するものとする。 

 

15. 契約単価の変更 

  診療報酬の改定等があった場合は、甲乙協議の上、契約単価を見直すことができる。 

 

16. その他  

検査予定件数は、過去の資料を基に算出した件数ではあるが確定件数ではなく増減することがあ

る。また、検査件数が増減した場合に、市立柏原病院はその保証を一切負わないものとする。 

その他、仕様書等に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 


