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I． 一般事項 

１ 適用範囲 

 本仕様書は､医療用ガス供給設備の保守点検業務の医療関連サービスマーク、

関連法令等に係る点検及び保守等の保全業務（以下｢業務｣という。）に適用す

る。 

 特記仕様書（図面､機器表等を含む｡）に記載されている事項（以下｢特記｣と

いう｡） 以外は､本仕様書による｡ 

 特記並びに本仕様書（以下｢発注図書｣という｡）に規定する事項は､別の定め

がある場合を除き､請負者の責任において履行すべきものとする｡ 

 全ての発注図書は､相互に補完するものとする｡ただし､発注図書間に相違が

ある場合の優先順位は､次の①から②の順番どおりとする｡ 

 特記仕様書（図面､機器表等を含む｡） 

 仕様書 

 発注図書は、医療ガス安全管理委員会監督管理のもと施行する。 

２ 業務目的 

本業務は、医療ガス設備について専門的見地から点検又は測定等により、劣化

及び不具合の状況を把握し保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維

持し事故・故障等の未然に防止に資することを目的とする。 

３ 関係法令等 

 医療ガス設備の点検及び保守については、｢医療法 第６条の１０、第１５条､

第１５条の２、第２０条、第２５条｣、｢医療法施行令 第４条の７｣、｢医療法

施行規則 第１条の１１、第９条の１３、第１６条｣、｢医療ガスの安全管理に

ついて｣（Ｈ２９．９．６医政発第３号）及び｢病院、診療所等の業務委託につ

いて｣（Ｈ５．２．１５指第１４号）の定めるところによる。 

 高圧ガス保安法に規定する特定施設及び定期的な自主検査を行う製造施設と

なる定置式超低温液化ガス貯槽に関しては関係法令に定めるところによる。 

４ 用語の定義 

業務の履行に係る用語の定義は､別の定めがある場合を除き､次のとおりとす

る｡ 
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 ｢監督責任者｣とは､医療関連サービスマーク制度、関連法令に規定するものを

いい、実施責任者の業務を指導し監督する。 

 ｢実施責任者｣とは､施設職員を指し、業務の計画から実行までを履行するもの

をいう。 

 ｢請負者等｣とは､当該業務請負契約の請負者及び業務責任者をいう｡ 

 ｢実施責任者に報告｣とは､請負者等が実施責任者に必要な事項を書面により

伝えることをいう｡ 

 ｢実施責任者に提出｣とは､請負者等が実施責任者に必要な事項を書面にてま

とめて差し出すことをいう｡ 

 ｢実施責任者の承諾｣とは､請負者等が実施責任者に書面で申し出た事項につ

いて実施責任者が書面により了解することをいう｡ 

 ｢実施責任者と協議｣とは､協議事項について実施責任者と請負者等とが結論

を得るために合議し､その結果を書面に残すことをいう｡ 

 ｢実施責任者の指示｣とは､実施責任者が請負者等に業務を行うに当たり必要

な事項を書面によって示すことをいう｡ 

 ｢実施責任者の検査｣とは､業務について発注図書に示す内容と相違がないこ

とを確認することをいう｡ 

 ｢実施責任者の立会い｣とは､実施責任者が臨場し､業務を確認することをい

う｡ 

 ｢書面｣とは､発行年月日を記載し､署名又は捺印された文章をいう｡ 

 ｢点検｣とは､施設の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい､機能に

異常又は劣化がある場合､必要に応じ対応処置を判断することを含む｡ 

 ｢保守｣とは､施設の必要とする性能又は機能を維持する目的で行う消耗部品

又は材料の取替､注油､汚れ等の除去､部品の調整等の軽微な作業をいう｡ 

 ｢運転･監視｣とは､設備機器等を稼動させ､その状況を監視すること及び制御

することをいう｡ 

 ｢修理｣とは､故障・破損・劣化等の箇所を本来の機能・状態に復帰させる作業

を示す。 

 ｢交換｣とは､部材､部品､油脂等を取り替えることをいう｡ 

 ｢分解整備（オーバーホール）｣とは､故障などの有無に係らず、解体の上点検

し、必要に応じて劣化部品の交換を行い、機能・性能・信頼性・安全性を回

復させるために行う作業を示す。 

  ｢劣化｣とは､施設の全体又は各部材の性能･機能が､当初の状態から低減し

ていくことをいう｡ 

 ｢規定値｣とは､関係法令等で定められている諸数値又は機能が正常な状態で

稼動していることを判断するための諸数値をいう｡ 
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 ｢調整｣とは､機器の状態を指定された性能､仕様等に適合するように整えるこ

とをいう｡ 

 ｢確認｣とは､目視あるいは簡単な作動によりその状態を認識することをいう｡ 

 ｢調査｣とは､対象とする部位･部材等に関する設計図書･保全記録及びこれら

に関する資料並びに劣化現象に応じて目視､指触､簡単な器具又は専用の測定

器具等を用い､劣化現象､劣化程度･範囲等調べることをいう｡ 

 ｢精密調査｣とは､ある部位の一部又は全部に劣化現象がある場合に､当該部位

について行うべき修理若しくは部品交換又は更新の判断が､通常の調査によ

っては困難であるために更に詳細に行う必要のある調査をいう｡ 

 ｢診断｣とは､前項（２３）、（２４）の調査結果に基づき劣化原因､劣化要因を

正確に把握し､劣化原因から劣化現象に至ったメカニズムを解明したうえで､

修繕の要否の判定を行うとともに､工法等を検討することをいう｡ 

５ 点検及び保守 

 点検及び保守は､作業仕様書に定めるところにより適正に行い､必要に応じて､

保守その他の措置を講じるものとする｡ 

 点検周期は､付属資料「資料１」の特記仕様書によるものとする。 

 バルブの閉止や電源の開閉を行う場合は､当該供給を停止する系統の全ての

アウトレット等に使用禁止の表示を行うものとする｡ 

 業務の実施に伴う医療ガスの供給停止の際に必要な措置等については､実施

責任者の指示に従う。 

 実施責任者は、業務実施の際は、事前に各部門又は科目の責任者への周知を

行い、必要となる措置は部門又は科目責任者と協議し業務責任者への指示を

行う。 

６ ＳＩ単位 

国際単位系であるＳＩ単位を適用する｡ 

 ＳＩ単位と非ＳＩ単位とが併記されている場合は､｛ ｝内を非ＳＩ単位とす

る｡ 

７ 疑義等 

発注図書に定められた内容に疑義等が生じたり､現場の状況等の関係で発注図

書によることが困難又は不都合な場合及びその他疑義がある場合は､関連法令に基

づき医療ガス安全・管理委員会と協議する。 

８ 関係法令等の遵守 

業務の履行に当たり､適用を受ける関係法令等を遵守し､適法､安全かつ善良な

業務の履行を図る｡ 

９ 書面の書式 

実施責任者に対し､書面を提出する場合の書式（提出する部数を含む｡）は､別に
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定める場合を除き､実施責任者の指示による｡ 

１０ 発注図書等 

 発注図書及び発注図書において適用される必要な図書を整備する｡ 

 発注図書及び発注関係図書を､業務の履行のために使用する以外の目的で第

三者に使用させてはならない｡又、請負者と協議を行い監督責任者の承諾を受

けた場合はこの限りではない｡ 

１１ 別契約の関係業務 

別契約の関連業務については､その業務の関係者と協力し業務全体の円滑な進

捗を図る｡ 

II． 業務管理 

１ 業務責任者 

 業務責任者とは､業務を総合的に把握し調整する者をいう｡ 

 請負者は､業務の履行に当たり業務責任者を定め実施責任者に届け出る｡なお､

業務責任者が複数の場合は､総括業務責任者を定める｡ 

 業務責任者は､業務従事者を兼ねることができる｡ 

２ 業務従事者 

 業務従事者とは､業務に従事する者をいう｡ 

 請負者は､業務の内容に応じて必要な知識及び技能を有する業務従事者を定

め､その氏名を医療ガス安全管理委員会に報告する｡ 

 法令により業務を行う者の資格が定められている場合は､当該資格を有する

業務従事者を定め､医療ガス安全・管理委員会の承諾を受ける｡ 

３ 業務責任者及び業務従事者に関する責任 

請負者は､業務の履行に用いた業務責任者及び業務従事者による業務上の行為

について一切の責任を負う｡ただし、その状況や内容によってはこの限りではない。 

４ 業務場所の安全管理 

 業務場所の安全衛生に関する管理は､業務責任者が関係法令に従って行う｡ 

 業務場所においては､常に整理･整頓及び清掃を行い､危険防止に留意すると

ともに､火災､盗難その他の事故等の防止に努める｡ 

 業務に燃料油･高圧ガス等の危険物を用いる場合は､関係法令に基づく有資格

者を責任者に定め､適切な管理業務を行う｡ 

５ 安全対策等 

業務の履行に当たっては､次の事項に注意し､安全対策に努める｡ 
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 業務場所には関係者以外の者が立ち入ることがないようにする｡ 

 運転中の機器等と業務対象機器等を誤認するおそれがある時は､区画ロープ､

標識等により明確に区分する｡ 

 動作中の機器等を点検するに当たっては､関係者以外の者が近づかないよう

にするとともに､計器及び機器等を監視し､指示値並びに異音､異臭等の発生

に注意する｡ 

 その他の事故等の防止に必要な措置を行う｡ 

６ 災害及び公害の防止 

業務の履行に伴う災害及び公害の防止は､関係諸法令等に従い適切に処置する

とともに､次の事項を守らなければならない｡ 

 第三者に災害を及ぼしてはならない｡ 

 公害の防止に努める｡ 

 善良な管理者の注意をもってしてもなお災害及び公害の発生のおそれがある

場合の処置については､速やかに実施責任者と協議する｡ 

７ 災害時の安全確保 

災害又は事故等が発生した場合は､人命の安全確保を優先させるとともに､適切

な処置をとり､二次災害の防止に努め､その経緯を直ちに医療ガス安全・管理委員会

に報告する｡ 

８ 業務従事者の服装等 

 業務従事者の服装等は見苦しくないものとし､業務履行中は名札等を付け､そ

の身分を明示する｡ 

 業務履行中は､所定の保護用具を着用する｡ 

９ 施設への立入り 

施設への立入りに先立ち､監督職員の承諾を受ける｡ 

１０ 養生 

業務の履行に当たり､既存の施設を損傷し､又は支障を及ぼさないように事前に

必要な養生を行う｡また､汚染又は損傷を与えた場合は速やかに実施責任者に報告

し､その指示により原状に復する｡ 

１１ 後片づけ 

業務を終了したときは､養生材､使用した工具､測定器､資材等の後片づけ及び必

要に応じ業務場所､機器等の清掃を行う｡ 

III． 業務計画書等 

１ 業務計画書 
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 業務の履行に先立ち､実施体制､実施工程及び業務従事者等が有する資格等の

業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書を作成し､実

施責任者の承諾を受ける｡ 

 業務計画書の内容を変更する必要が生じた場合は､実施責任者の承諾を受け

るとともに､業務に支障がないように適切な措置を講ずる｡ 

 別契約の関連業務との調整を必要とする場合は､実施責任者の指示を受ける。 

２ 実施工程表 

 実施責任者の指示により､前記業務計画書の補足として､実施工程表又は機器

別点検工程表等を作成し提出する｡ 

 別契約の関連業務との調整を必要とする場合は､実施責任者の指示を受ける。 

IV． 消耗品･雑材料等 

１ 消耗部品及び雑材料等 

 業務に必要な消耗品及び材料等は作業仕様書に定めるもののほかウエス、潤

滑油､グリース､洗油､ロープ､養生用シート､ヒューズ､リード線､充填油、表示

灯､塗料､その他これらに類するものし、新品又は同等品程度とし、請負者の

負担とする｡なお、部品交換の費用については、契約期間内に定期交換が必要

なものについて、請負者の負担とする。 

 搬入した消耗品及び雑材料並びに支給材料は､業務に使用するまで変質等が

ないように保管し､在庫管理を行う｡ 

２ 試験器及び工具等（測定機器） 

 業務に用いる試験器及び工具等は､請負者のものを使用する｡ただし､業務対

象設備の付属品として設置されているものは､実施責任者の承諾を受けて使

用できる｡ 

 測定及び試験に使用する器具は校正された適正なものを使用し､測定の目的､

内容等に合った方法､条件等を考慮し､確実な測地を行う｡ 

 業務に用いる試験器は、作業仕様書にて定める。 

V． 業務の履行 

１ 業務の履行 

業務の履行は､発注図書及び監督職員の承諾を得た業務計画書に従って行う｡ 

２ 業務の履行の立会い 
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 実施責任者の立会いは､次の場合に行う｡ 

 発注図書に定められた場合 

 実施責任者が指示した場合 

 請負者等の申し出により､実施責任者が必要と認めた場合 

 実施責任者の立会いが指定されている場合は､適切な時期に実施責任者に対

して立会いの請求を行うものとし､請求後に立会いの日時について実施責任

者の指示を受ける｡ 

 実施責任者の立会いがある場合は､その検査等に必要な資機材､労務等を提供

するものとし､検査に直接要する費用を負担する｡ 

３ 業務の履行の確認及び報告 

発注図書に定められた業務又は実施責任者が指示した業務若しくは次の業務に

入ると確認が困難となる業務が発生したときは､その業務が発注図書に定められた

条件に適合することを確認し､実施責任者に速やかに報告する｡ただし､実施責任者

の承諾を受けた場合は､関連のある業務をまとめて報告することができる｡ 

４ 点検後の処置 

実施責任者は､電源､電圧の確認､弁類及びスイッチ類の位置並びに格納状態等

を再度確認することにより必ず適正な状態に復元する｡ 

５ 点検の省略 

特記された部分については､点検を省略することができる｡ 

６ 発生材の処理 

発生材の処理は次による｡ 

 発生材のうち､特別管理産業廃棄物等の処理については、関係法令等を遵守し

実施責任者と協議の上処理する。 

 発生材のうち引渡しを要することと指定されたものは､実施責任者の指示を

受けた場所に整理のうえ、調書を作成し実施責任者に提出する。 

VI． 業務報告 

１ 業務報告書 

 業務の結果を報告書に記入し､作業終了後､速やかに実施責任者に提出する。 

 点検及び保守､運転･監視業務は､必要に応じて劣化状況等を示す写真及び図

面を実施責任者に提出する｡ 

 点検及び保守の結果､機能に異常がある場合又は劣化がある場合は､とるべき

必要な措置を報告書に記載し､医療ガス安全・管理委員会に提出する｡ 

VII． その他 

１ 電力,ガス及び用水等 
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業務に使用する電力、ガス及び用水費は､発注者の負担とする｡ 

２ 控室等 

 控室及び資材置場等（以下｢控室等｣という｡） の提供については､実施責任者

との協議による。 

 提供された控室等は､善良な管理者の注意をもって､使用する｡ 

 控室等を返還するときに汚染又は損傷している場合は､実施責任者に報告し、

その指示により原状に復する｡ 

３ 事前検討 

業務に当たっては､実施責任者より貸与された関係図面･図書類並びに運転･監

視、点検及び保守等の記録を事前に十分検討する｡ 

４ 関係図面等の整理 

貸与された関係図面等は､整理し､保管する｡ 

VIII． 別添 

１ 特記仕様書 

２ 作業仕様書 

３ 医療ガス設備（機器リスト） 

４ 図面 


