
市立大津市民病院　業務手順

定期搬送業務

施設契約課

 



☆定期搬送業務

　～対象品～

物品分類 対象品 搬送担当者

診療材料・医療消耗備品 定数管理品　自部署管理品

一般消耗品 定期払出品

入院定期処方薬・入院定期注射薬

定期配置薬(常備薬，注射薬，処置・消毒薬)
薬品

SPD定期搬送
ＳＰＤスタッフ

4名

院内の供給部門（ＳＰＤ・薬剤部）から定期的に搬送が生じるものを対象とし、以下の特定品を定められ
た日時に当該部署へ搬送する。
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～定期搬送業務ｽｹｼﾞｭｰﾙ

時刻
7:15

8:15

臨時薬供給（６回目）

定数補充薬供給（ｱﾝｷﾞｵ）
ＭＲ・ＣＴ薬供給

材料滅菌部自部署管理品回収部屋搬送

Ａ・Ｂ
診療材料　供給

外来部門

消耗品　供給

翌日出荷分消耗品ピッキング

薬品搬送ｶｰﾄ回収

休憩(11:50～12：50)

臨時薬供給（３回目）

手術部注射ＢＯＸ供給
午前中最終

入院分注射薬供給
検体カート移動（検査→中央処置室）

休憩

臨時薬供給（４回目）

材料滅菌部自部署管理品検品・入庫
翌日出荷分消耗品ピッキング

倉庫支援業務

Ａ
病棟自部署管理品搬送

Ａ
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送/回収

エアマット回収

臨時薬供給（５回目）

手術部注射袋回収
定数薬搬送外来分（随時）

ＴＰＮ供給（休日分）
定数補充薬伝票回収（アンギオ、中央処置

室）
内科２診供給薬回収

臨時薬供給（２回目）

Ａ
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送/回収

エアマット回収

Ｂ
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送/回収

エアマット回収

Ａ・Ｂ
診療材料ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ

【倉庫業務支援】

Ｂ
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送

Ａ・Ｂ
診療材料供給

本館(9～5F）
血液浄化部

手術部
ICU
3Ｂ

外来6Ｆ
別館(5～3F)

ER
※緊急物品請求時搬送

TPN供給

臨時薬供給（７回目）
ﾊﾟｽＢＯＸ内、内服薬供給

中央処置室ｶｰﾄ回収
午後最終

終　　礼

Ａ
ｽﾋﾟｯﾂ供給・検体回収

本館　9～6Ｆ

Ｂ
ｽﾋﾟｯﾂ供給・検体回収
本館　5～3Ｆ（別館含

む）

：15

：45

17:00

16:00

：30

：45

14:00

：15

定数補充薬供給（病棟分）
血液浄化部・手術部・ICU
手術部注射薬ＢOX回収

：15

：30

：45

15:00

Ｂ
外来自部署管理品搬送

：15

Ｂ
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送/回収

エアマット回収

：30

：45

13:00

：15

：30

：45

12:00

：15

：30

：45

：45

11:00

：15

：30

：15

：30

定期搬送 PHS(7423)

朝　　礼

薬品搬送 PHS(7958)

Ａ
ＳＰＤラベル台紙回収

【倉庫業務支援】

Ｂ
ＳＰＤラベル台紙回収

【倉庫業務支援】
9:00

配送準備、倉庫清掃

中央処置室　注射薬供給
内科２診供給薬搬送

手術部に臨時薬供給
：15

：30

早出（2名）による検体回収　【各病棟より回収→検査部へ提出】
各病棟より検体回収時には部署名、本数がわかるようにデジカメにて撮影

：30

：45

：45

10:00

臨時薬供給（１回目）

返却薬品/空ﾎﾞﾄﾙ回収

定数薬搬送病棟分（火・木）
化学療法注射薬供給
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◎大津市民病院 物品管理室 診療材料・医療消耗備品 曜日別供給スケジュール一覧表

　１．当日供給対象

下記の対象部署の定期請求（定数補充）物品は、８：３０～９：００にＳＰＤスタッフがＳＰＤラベル台紙を回収し、当日に供給する。

　全病棟（１1） 　全病棟（１1） 　全病棟（１1） 　全病棟（１1） 　全病棟（１1）

　手術部 　手術部 　手術部 　手術部 　手術部

　材料滅菌部 　材料滅菌部 　材料滅菌部 　材料滅菌部 　材料滅菌部

　中央処置室 　中央処置室 　中央処置室 　中央処置室 　中央処置室

　外来6F 　外来6F 　外来6F 　外来6F 　外来6F

　血液浄化部 　血液浄化部 　血液浄化部 　血液浄化部 　血液浄化部

　ＥＲ 　ＥＲ 　ＥＲ 　ＥＲ 　ＥＲ

　２．翌日供給対象

下記の対象部署の定期請求（定数補充）物品は、１５：３５～１７：００に巡回搬送でＳＰＤラベル台紙を回収し、翌日または翌業務日の午後に供給する。

　消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 　消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 　消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 　消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 　消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ

　眼科 　ｱﾝｷﾞｵ室 　眼科 　アンギオ室 　アンギオ室

　耳鼻科 　放射線⑥番 　耳鼻科 　臨床検査部 　放射線⑥番

　脳神経外科 　脳神経外科 　生理検査室

　内科 　内科 　病理検査室

　外科 　外科 　放射線⑥番

　泌尿器科 　泌尿器科

　皮膚科 　皮膚科

　循環器内科 　循環器内科

　産婦人科 　産婦人科

　歯科口腔外科 　歯科口腔外科

　小児科 　小児科

　整形外科 　整形外科

　健診部 　MR/CT室

　RI室 　薬剤部

　MR/CT室 　放射線

　放射線治療棟

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

対象部署

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

木曜日

金曜日
土曜日 日曜日

火曜日 金曜日 月曜日

請求日

物品供給日

対象部署

請求日

水曜日物品供給日
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◎大津市民病院 物品管理室 一般消耗品 曜日別供給スケジュール一覧

5A病棟 6A病棟 7A病棟 8A病棟 3C病棟

5B病棟 6B病棟 7B病棟 8B病棟 3C新生児室

5A新生児室 外来6F 9A病棟（緩和ｹｱ病棟） 3B病棟

9A病棟（結核病棟） ICU

栄養部 皮膚科 外来Bﾌﾞﾛｯｸ 薬剤部 手術部

材料滅菌部 泌尿器科 内科 ｱﾝｷﾞｵ室 MEｾﾝﾀｰ

血液浄化部 産婦人科 外科 ER 消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ

医事課 歯科口腔外科 眼科 放射線科 健診部

地域医療連携室 小児科 耳鼻咽喉科 放射線治療棟 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部

外来Aﾌﾞﾛｯｸ（医事課） 整形外科 脳神経外科 放射線⑥番 RI室

外来Cﾌﾞﾛｯｸ（医事課） 呼吸器科 消化器科 臨床検査部

外来Dﾌﾞﾛｯｸ（医事課） 心臓血管ｾﾝﾀｰ 中央処置室 生理検査室

外来Eﾌﾞﾛｯｸ（医事課） 病理検査室

外来病歴室 医局

診療情報管理室 第二医局

総務課 医療の質・安全管理室

施設契約課

経営戦略室

水曜日 木曜日 金曜日

　対象部署

土曜日 日曜日

一般消耗品（日用雑貨・事務用品・看護用品・印刷物）は、指定された請求日の前日にＳＰＤスタッフがピッキングし、
翌日または翌営業日の午後に供給する。
（但し、物品供給日が休日にあたる場合は、全週に2週間分の請求となる。手術部のみ例外で、休前日の請求で供給をする。）

請求日
（伝票回収日）

物品供給日

金曜日

月曜日

月曜日

火曜日

火曜日 水曜日 木曜日
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☆定期搬送供給部署
　　○・・・供給有り

部署名 診療材料供給 消耗品供給

9A緩和ｹｱ病棟 ○ ○
9A結核病棟 ○ ○
8A病棟 ○ ○
8B病棟 ○ ○
7A病棟 ○ ○
7B病棟 ○ ○
6A病棟 ○ ○
6B病棟 ○ ○
5A病棟 ○ ○
5A新生児室 ○ ○
5B病棟 ○ ○
3B病棟 ○ ○
ICU ○ ○
手術部 ○ ○
血液浄化部 ○ ○
ER ○ ○
Aブロック ○ ○
Bブロック ○ ○
Cブロック ○ ○
Dブロック ○ ○
Eブロック ○ ○
外来6F ○ ○
消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ ○ ○
中央処置室 ○ ○
アンギオ室 ○ ○
放射線部 ○ ○
健診部 ○ ○
RI室 ○ ○
MR/CT室 ○ ○
薬剤部 ○ ○
放射線治療棟 ○ ○
放射線⑥番 ○ ○
医療の質・安全管理室 ○ ○
リハビリテーション部 ○ ○
栄養部 ○ ○
外来病歴室 　 ○
医事課 ○ ○
地域医療連携室 　 ○
医局 　 ○
第二医局 ○
経理グループ 　 ○
総務グループ 　 ○
診療情報管理室 　 ○
中央監視センター 　 ○
MEセンター ○ ○
外来管理室 　 ○
材料滅菌部 ○ ○
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○注意事項

3)．定数物品供給時には、各部署へ払出リスト及び未払出リストを看護師に手渡しする

6)．中央処置室より各部署にｽﾋﾟｯﾂ供給時、検体があれば回収し、検査部へ搬送する

☆業務内容
8：30～ ＳＰＤラベル台紙回収

回収順路

ﾙｰﾄＡ
9Ａ病棟⇒8Ａ病棟⇒8Ｂ病棟⇒7Ａ病棟⇒7Ｂ病棟⇒6Ａ病棟⇒
外来6F⇒6Ｂ病棟⇒中央処置室⇒ＥＲ⇒アンギオ

ﾙｰﾄＢ
5Ａ病棟⇒5A新生児室⇒5Ｂ病棟⇒血液浄化部⇒ＩＣＵ⇒3Ｂ病棟⇒
ＭＥセンター⇒手術部⇒材料滅菌部

9：00～ 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送およびエアマットの回収（各病棟⇒ＭＥｾﾝﾀｰ　ＭＥｾﾝﾀｰ⇒各病棟）
回収順路

ﾙｰﾄA、ﾙｰﾄＢ共通
8Ａ病棟⇒8Ｂ病棟⇒7Ａ病棟⇒7Ｂ病棟⇒
6Ａ病棟⇒6Ｂ病棟⇒5Ａ病棟⇒5Ｂ病棟⇒
ＩＣＵ⇒3Ｂ病棟⇒ＭＥｾﾝﾀｰ

9：30～ 倉庫業務支援（診療材料ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ）
臨時品搬送

11：00～ 診療材料供給（病棟）
供給順路

ﾙｰﾄA
ICU⇒3B病棟⇒MEｾﾝﾀｰ⇒健診部⇒ＳＰＤ倉庫
9A病棟⇒8A病棟⇒7A病棟⇒6A病棟⇒外来6F⇒ＳＰＤ倉庫

ﾙｰﾄB
5A病棟⇒5B病棟⇒血液浄化部⇒ER⇒ＳＰＤ倉庫
8B病棟⇒7B病棟⇒6B病棟⇒ＳＰＤ倉庫

12：00～ 緊急物品請求時搬送

12：30～ 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送およびエアマットの回収（各病棟⇒MEｾﾝﾀｰ　　MEｾﾝﾀｰ⇒各病棟）
回収順路

ﾙｰﾄB
8A病棟⇒8B病棟⇒7A病棟⇒7B病棟⇒
6A病棟⇒6B病棟⇒5A病棟⇒5B病棟⇒
3B病棟⇒ICU⇒MEｾﾝﾀｰ

13：00～ 昼休憩

Ⅰ．定期搬送

5)．消耗品、臨時物品、自部署管理品供給時不在の場合は、各種伝票に“受領確認のお願い”を回収する

1)．朝礼終了後、ＳＰＤラベル台紙回収

4)．消耗品供給時は消耗品払出リストに受領印をもらう

2)．休憩は定期搬送13：00～14：00で、定期搬送者は、午前搬送終了後、依頼があれば、緊急で対応する
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14：00～ 診療材料供給（外来）
消耗品供給
午前中に払出準備をおこなった部署へ物品を搬送する
※曜日により部署が異なる（曜日別供給ｽｹｼﾞｭｰﾙ一覧表参照）
ﾙｰﾄA、B共通

材料滅菌部自部署管理品検品・入庫
①材料滅菌部の担当者に立会ってもらい、午前中に準備してある定数分と自部署管理品を
出荷リストに基づいて検品

15：00～ 翌日分消耗品供給ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ
ﾙｰﾄA、B共通
①ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄに基づいて指定数量をﾋﾟｯｷﾝｸﾞしていく
②印刷物は予め設定した枚数で払い出す
③ﾋﾟｯｷﾝｸﾞが終了したﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄには必ず払出者ｻｲﾝを記入する
④欠品、数量変更等あった場合、ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄへ赤ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝでその旨記入する
⑤払出数量に応じてﾋﾞﾆｰﾙ袋を各部署分用意する
⑥ﾋﾟｯｷﾝｸﾞした物品とﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄの照合確認を第3者が実施
・確認後物品は準備されているﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れ部署名を記入
・ﾋﾟｯｷﾝｸﾞﾘｽﾄには払出者の横に確認者の押印をする
・欠品時払出数変更時にはお知らせする用紙に記入しﾋﾞﾆｰﾙ袋に入れる
・欠品時には倉庫の欠品補充一覧の用紙に記入し納品時補充する
⑦ﾋﾟｯｷﾝｸﾞが完了した後、ＳＰＤシステムにて出荷リストを出力する
⑧準備出来次第、台車に積載し1次保管する
⑨払出日が休日にあたる部署については休日前後に振り分ける為、2週間前にお知らせをする

15：30～ 病棟自部署管理品搬送
ﾙｰﾄA
物品と出荷リストが合致しているがﾁｪｯｸした後、自部署管理品を該当部署に搬送

外来自部署管理品搬送
ﾙｰﾄB
物品と出荷リストが合致しているがﾁｪｯｸした後、自部署管理品を該当部署に搬送

16：00～ 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送、ｴｱﾏｯﾄ回収
輸液ﾎﾟﾝﾌﾟの搬送（各病棟⇒MEｾﾝﾀｰ　　MEｾﾝﾀｰ⇒各病棟）
ﾙｰﾄA、B共通
回収順路

8A病棟⇒8B病棟⇒7A病棟⇒7B病棟⇒
6A病棟⇒6B病棟⇒5A病棟⇒5B病棟⇒
3B病棟⇒ICU⇒ER⇒MEｾﾝﾀｰ
巡回搬送ｶｰﾄに積載できなかった物品の搬送（エアマット・輸液ポンプ等）

16：30～ ｽﾋﾟｯﾂ供給・検体回収
中央処置室に準備されている翌日用の検体ｽﾋﾟｯﾂを各部署に供給し、検体があれば臨床検査部へ搬送する
ﾙｰﾄA
回収順路

9A緩和ｹｱ病棟（必要時）⇒8A病棟⇒8B病棟⇒7A病棟⇒7B病棟⇒6A病棟⇒外来6F⇒6B病棟

ﾙｰﾄB
回収順路
5A病棟⇒5B病棟⇒血液浄化部⇒ICU⇒3B病棟
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☆診療材料の供給場所及び供給方法
診療材料

供給場所及び供給方法

9A（結核） 前室ｶｳﾝﾀｰ手前

9A（緩和ｹｱ） ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ内の診療材料棚

9B 前室入口右側ﾜｺﾞﾝ（依頼時）

8A 診療材料棚へ収納

8B ｽﾀｯﾌ通路の作業台

7A 診療材料棚へ収納

7B 診療材料棚と調剤室の棚へ収納

6A 診療材料棚へ収納

6B 診療材料棚と調剤室の棚へ収納

5A 診療材料棚へ収納

5A新生児 入口付近のﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽに収納

5B ｽﾀｯﾌ通路の作業台

血液浄化部 水処理室内の診療材料棚へ収納

ICU 自動ﾄﾞｱ内の搬送ﾜｺﾞﾝにｵﾘｺﾝのまま配置

3B ﾜｺﾞﾝに載せかえ定期注射薬搬送ｶｰﾄ付近

手術部 受付付近に台車ごと配置

外来6F 診療材料棚へ収納

ER 処置室内の机上

材料滅菌部 前室の下駄箱の上若しくはﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ

医療の質・安全管理室 入口付近で作業をしている事務職員に手渡し

血管造影室（ｱﾝｷﾞｵ） ｱﾝｷﾞｵ説明室の机上にｵﾘｺﾝより中身を出して置く

放射線⑥番 ｱﾝｷﾞｵ説明室机横ﾜｺﾞﾝにｵﾘｺﾝより中身を出して置く

耳鼻咽喉科

眼科

脳神経外科

外科

内科

呼吸器科

心臓血管外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科 ｽﾀｯﾌ通路の机上

歯科・口腔外科 室内シンク横に置く

整形外科

小児科

健診部 受付横のｺﾋﾟｰ機横

消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 器材洗浄室の奥

RI室 受付ｶｳﾝﾀｰで手渡し

MR/CT室 更衣室奥の機械室を入った所にある診療材料棚

放射線 受付ｶｳﾝﾀｰで手渡し

薬剤部 前室の空いているﾜｺﾞﾝ

臨床検査部 入口入ってFAXがある机上

生理検査室 受付ｶｳﾝﾀｰ

病理検査室 受付ｶｳﾝﾀｰ

採血管は処置台奥の左棚へ、その他は奥の机にｵﾘｺﾝから中身を出して置く

部署名搬送曜日

毎日

中央処置室
中央処置室（検査）

金曜日

月・水・金

Aﾌﾞﾛｯｸ

Bﾌﾞﾛｯｸ

Cﾌﾞﾛｯｸ

Dﾌﾞﾛｯｸ火・木

Eﾌﾞﾛｯｸ

受付ｶｳﾝﾀｰで手渡し

受付ｶｳﾝﾀｰで手渡し
泌尿器科のみｽﾀｯﾌ通路の机上

ｽﾀｯﾌ通路の診療材料棚横に置く

受付ｶｳﾝﾀｰで手渡し

8



☆消耗品の供給場所について

血液浄化部 受付ｶｳﾝﾀｰ
5A
5B 
5A新生児室 室内ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内
栄養部 事務所内にて手渡し
外来病歴室 手渡し
医事課 手渡しし、ｺﾋﾟｰ用紙類は入口付近の棚
医事課外来A
医事課外来B
医事課外来C
医事課外来D
医事課外来E
地域医療連携室
施設契約課
総務課
経営管理課
経営戦略課
材料滅菌部 前室の下駄箱の上
診療情報管理室 受付カウンター
6A
6B 
外来6F 手渡し
呼吸器科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
歯科・口腔外科
整形外科
小児科
心臓血管外科
7A
7B
耳鼻咽喉科
眼科
脳神経外科
外科
内科
中央処置室 奥の机の上
9A（結核） 消耗品請求伝票にﾒﾓを付けて前室ｶｳﾝﾀｰ
9A（緩和ｹｱ） Nsｽﾃｰｼｮﾝ前の搬送台
9B 入口ｶｳﾝﾀｰ
8A
8B
血管造影室（ｱﾝｷﾞｵ） ｱﾝｷﾞｵ説明室の机上
薬剤部 前室の空いているﾜｺﾞﾝ
放射線 受付ｶｳﾝﾀｰ
放射線⑥番 撮影室前の作業机
放射線治療棟 受付ｶｳﾝﾀｰ
ER 処置室内の机上
ICU 自動ﾄﾞｱ内の搬送ﾜｺﾞﾝ
3B Nsｽﾃｰｼｮﾝ前の搬送ﾜｺﾞﾝ
手術部 受付ｶｳﾝﾀｰ
MEｾﾝﾀｰ ﾜｺﾞﾝの上
健診部 受付ｶｳﾝﾀｰ（ｺﾋﾟｰ用紙はｺﾋﾟｰ機の横）
消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ ﾜｺﾞﾝの上
RI室 受付ｶｳﾝﾀｰ
MR/CT室 更衣室奥、機械室を入った所にある診療材料棚
臨床検査部 入口入ってFAXがある机上
生理検査室
病理検査室
医局 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室
第二医局 奥の部屋のｺﾋﾟｰ機の横の棚（受取ｻｲﾝは総務課でもらう）
医療の質・安全管理室 入口付近の事務職員に手渡し
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 受付ｶｳﾝﾀｰ

ｽﾀｯﾌ通路の作業台

木曜日

受付ｶｳﾝﾀｰ

金曜日

ｽﾀｯﾌ通路の作業台

受付ｶｳﾝﾀｰ
水曜日

受付ｶｳﾝﾀｰ

火曜日

部署名搬送曜日

月曜日

診療材料供給場所

ｽﾀｯﾌ通路の作業台

受付ｶｳﾝﾀｰ

ｽﾀｯﾌ通路の作業台

手渡し
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Ⅱ．薬品搬送

 ○注意事項

 1)．PHSは、朝礼終了後に責任者より受け取り、終礼後に返す

 2)．充電は、休日中に行う

 3)．朝礼終了後は、倉庫清掃

 4)．薬品搬送用ｶｰﾄは患者様名が見えないように前面を壁面に向けて置く

 5)．薬品搬送用ｶｰﾄ回収時には薬品搬送用ｶｰﾄ内に薬品が残っていないか確認する

 6)．内服薬は全て巡回搬送にて供給する

 7)．冷蔵薬がある場合は、必ず声かけをする　

　薬品供給場所についてはﾘｽﾄ参照　

☆業務内容

８：２０～ ・中央処置室 注射薬供給、内科２診供給薬搬送

薬剤部では、中央処置室行きの注射薬がｾｯﾄされているので、中央処置室内の

所定の位置まで搬送する

同時に内科２診内服薬がｾｯﾄされていれば搬送する

（非常に高価な薬品の為扱いには細心の注意を払う）

・返品薬品／ﾎﾞﾄﾙ供給・回収

・返品薬品回収後に空のｶｰﾄを1台薬剤部まで搬送

９：００～　 ・手術部鍵付き薬品バッグ供給

・臨時薬供給（1回目）

・前日時間外に出されたﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内のﾄﾚｲに入っている薬品を搬送する

・返品薬品／ﾎﾞﾄﾙ供給・回収

①返品伝票が添付されている薬品の回収

　薬剤部前室左手にあるｶｰﾄへ入れる

　 (左最上部1段目が内服薬、その下段全てが注射薬)

②各種伝票(薬剤管理指導依頼書・定数配置薬補充表等)の回収

　ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽの左下へ入れる

※8Ｂの伝票は返品ボックスには入れずに分けて置いておく

③空ﾎﾞﾄﾙの回収・充填済みﾎﾞﾄﾙの供給

　薬剤部前室左手にあるｶｰﾄへ入れる

　(右側の全ての段が、空瓶・空ﾎﾞﾄﾙ)

④酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ回収・供給

　空酸素ﾎﾞﾝﾍﾞを回収し、充填済み酸素ﾎﾞﾝﾍﾞを供給する

※ 上記①～④の業務は供給業務を行う時に毎回実施する

※ 中央処置室はｶｰﾄ回収時にﾎﾞﾝﾍﾞ供給札が刺さっておれば、翌朝供給する

・病棟定数補充薬供給(毎日)

　搬送先で全てｶｺﾞから出し、所定の場所に置く

９：３０～ ・臨時薬供給(2回目)

準備された薬品搬送ｶｰﾄを搬送する

(準備されていない場合は、薬剤師に臨時薬有無を確認)

冷蔵薬がある場合は、必ず看護師へ手渡しする

・化学療法注射薬供給

臨時薬供給時の薬品搬送ｶｰﾄ上に準備されている

搬送先では看護師に手渡しする
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１０：００～ ・定数補充薬供給

準備された薬品搬送ｶｰﾄを搬送する

対象部署：手術部・ICU・血液浄化部

①手術部 …黄ｶｺﾞから出して置く

②ＩＣＵ …黄ｶｺﾞのまま置く

③血液浄化部 …黄ｶｺﾞから出して置く

※定数補充薬品供給時に薬剤部前室の冷蔵庫も確認する

・手術部注射薬用ﾎﾞｯｸｽ（黒）回収

・TPN供給（当日分）

ﾄﾚｲにTPNの札が立てられている

※1.供給時は声かけをする

※2.緩和ｹｱ病棟と結核病棟分は9A病棟と表示されているため、結核病棟分

(901～908号室)を確認し各々の部署へ搬送する

１０：３０～ ・臨時薬供給(3回目)

・TPN供給(当日分)

ﾄﾚｲにTPNの札が立てられている

※ 1　供給時は声かけをする

※ 2　緩和ｹｱ病棟と結核病棟分は9A病棟と表示されている為、結核病棟分

(901～908号室)を確認し個々の部署へ搬送する

休前日は、薬剤師の指示に従って薬品搬送用ｶｰﾄを回収する

１１：００～ ・薬品ｶｰﾄ回収　

薬剤部に薬品搬送用ｶｰﾄが平日は11台、休日前は13台になるよう、各階から回収する

休日分は、薬剤部に確認し、指示に従って薬品搬送ｶｰﾄを回収する

１１：３０～ ・臨時薬供給(4回目)

手術部注射BOX供給

１１：５０～ ・休憩

１２：５０～ ・検体回収ｶｰﾄを臨床検査部から一般検査へ搬送。

・注射薬供給(病棟)

薬品搬送用ｶｰﾄには各病棟の札が立ててある

※1　緩和ｹｱ病棟と結核病棟分は同じ9A病棟分の薬品搬送用ｶｰﾄに積載されてい

る為、結核病棟分(901～908号室)を確認し個々の病棟へ搬送する

※2　3Ｂ病棟は転棟分の薬剤があるか看護師に確認してもらい、あった場合は

転棟先まで搬送する。
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１３：３０～ ・臨時注射薬供給(5回目)、倉庫支援業務

１４：００～ ・診療材料搬送用ｶｰﾄの清掃、倉庫支援業務、翌日分消耗品ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ

・材料滅菌部定数および自部署管理品の診療材料検品と入庫

１４：３０～ ・定数補充薬伝票回収(ｱﾝｷﾞｵ・中央処置室)

・臨時注射薬供給(6回目)

・定数注射薬供給(手術部)

手術部注射袋回収

・TPN供給(休日分)

当日分と同様(休前日のみ)

１５：００～ ・外来・その他定数補充薬供給(随時)

病棟と同様

※ 泌尿器科のみ搬送用のｶｺﾞへ移し替える

１５：３０～ ・臨時注射薬供給(7回目)

・定数補充薬供給(ｱﾝｷﾞｵ)毎日

⇒搬送物はｶｺﾞのまま搬送台に置く

準備された薬品搬送ｶｰﾄを搬送する

・ MR・CT薬搬送（毎日）

１６：３０～ ・臨時注射薬供給(8回目)

ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内の内服薬を搬送する

中央処置室内の薬品搬送ｶｰﾄを薬剤部まで移動する

※　返品が残っている場合は積載したままにする

・ｶｺﾞが満載のｶｰﾄを3台薬剤部入口右手に配置

・造影剤搬送(随時)
前日にCT、MR、ｱﾝｷﾞｵ、放射線⑥などから巡回スタッフが回収してきた造影剤請求
ｶｰﾄﾞをSPD薬剤担当者がSPDシステムを介して発注する
業者から納入された造影剤に前日回収してきた造影剤請求ｶｰﾄﾞを貼付し、
間違いがないか確認した後、随時搬送する。
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部署名 臨時注射薬 内服薬（巡回搬送） TPN注射薬 定期注射薬

9A（結核） 前室ｶｳﾝﾀｰ 前室左の棚上の箱 前室ｶｳﾝﾀｰ

9A（緩和ｹｱ） Nsｽﾃｰｼｮﾝ前の搬送台 搬送台の下 NSｽﾃｰｼｮﾝ前の搬送台 NSｽﾃｰｼｮﾝ近く

9B ｽﾀｯﾌ手渡し 入口左のｶｺﾞ

8A 調剤室の机の上 搬送台中段 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

8B 調剤室の机の上 搬送台中段の左側 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

7A ｽﾀｯﾌ通路の作業台 搬送台 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

7B 搬送台 搬送台 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

6A 搬送台 搬送台 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

6B 搬送台 搬送台の受け用 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

5A ｽﾀｯﾌ通路の作業台 搬送台の右側 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

5Ａ新生児 新生児室入口ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内 新生児室入口ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内

5B 搬送台 搬送台の左側の受け用 調剤室内 ｽﾀｯﾌ通路の廊下

ICU 搬送ﾜｺﾞﾝ 搬送ﾜｺﾞﾝ

3B 搬送ﾜｺﾞﾝ 搬送ﾜｺﾞﾝ上の受け用 搬送ﾜｺﾞﾝ 調剤室内

耳鼻咽喉科

眼科

脳神経外科

外科

内科

皮膚科

泌尿器科

心臓血管外科

歯科・口腔外科

産婦人科

整形外科

小児科

手術部 受付ｶｳﾝﾀｰ

ER 外科系処置室内の机上手渡し又は処置室内の机上

外来6F ｽﾀｯﾌ事務机

血液浄化部 受付ｶｳﾝﾀｰ 受付ｶｳﾝﾀｰ

通院治療室 調剤台横の机の上

血管造影室（ｱﾝｷﾞｵ） 事務机

CT・MR室 搬送台

内視鏡ｾﾝﾀｰ 搬送台

受付ｶｳﾝﾀｰEﾌﾞﾛｯｸ

病棟

薬品供給場所

Cﾌﾞﾛｯｸ

Dﾌﾞﾛｯｸ

Aﾌﾞﾛｯｸ

Bﾌﾞﾛｯｸ

受付ｶｳﾝﾀｰ

受付ｶｳﾝﾀｰ

受付ｶｳﾝﾀｰ
泌尿器科のみｽﾀｯﾌ通
路の机上

受付ｶｳﾝﾀｰ
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部署名 定数配置補充薬 酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ 蒸留水

9A（結核） 前室ｶｳﾝﾀｰ

9A（緩和ｹｱ） Nsｽﾃｰｼｮﾝ前の搬送台 処置室内のﾎﾞﾝﾍﾞ立て

9B

8A ｽﾀｯﾌ通路の作業台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

8B 調剤室の机上 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

7A ｽﾀｯﾌ通路の作業台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

7B 搬送台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

6A 搬送台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

6B 搬送台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

5A ｽﾀｯﾌ通路の作業台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

5Ａ新生児 新生児室入口ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ内

5B 搬送台 搬送台下酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て 搬送台下

ICU 搬送ﾜｺﾞﾝ 搬送ﾜｺﾞﾝの下 搬送ﾜｺﾞﾝ

3B 搬送ﾜｺﾞﾝ 酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ立て

耳鼻咽喉科

眼科

脳神経外科

外科

内科

皮膚科

泌尿器科

心臓血管外科

歯科・口腔外科 受付ｶｳﾝﾀｰ

産婦人科

整形外科

小児科

手術部 薬品搬送用ｶｰﾄ 受付ｶｳﾝﾀｰ

ER 処置室内の机上 搬送ﾜｺﾞﾝの下

RI室 受付ｶｳﾝﾀｰ 受付内

中央処置室 中央処置室内左奥机上 中央処置室内左奥机下

通院治療室 調剤台横机上

材料滅菌部 前室ﾜｺﾞﾝ

血管造影室（ｱﾝｷﾞｵ） ｱﾝｷﾞｵ説明室机上

放射線部 受付ｶｳﾝﾀｰ

放射線⑥ ｱﾝｷﾞｵ説明室机横ﾜｺﾞﾝ

健診部 受付ｶｳﾝﾀｰ

消化器内視鏡ｾﾝﾀｰ 診察室②ﾍﾞｯﾄ上

血液浄化部 受付ｶｳﾝﾀｰと水処理室内

MR 放射線受付ｶｳﾝﾀｰ

CT 機械室前の机上

臨床検査部 入口入ってFAXある机上

生理検査 受付ｶｳﾝﾀｰ 入口入って右側

病理検査 受付ｶｳﾝﾀｰ

訪問看護
別館ﾘﾊﾋﾞﾘ作業療法室入口入って
職員に手渡し

薬品供給場所

Dﾌﾞﾛｯｸ

Eﾌﾞﾛｯｸ

受付ｶｳﾝﾀｰ
泌尿器科のみｽﾀｯﾌ通路の机上

病棟

Aﾌﾞﾛｯｸ

Bﾌﾞﾛｯｸ

Cﾌﾞﾛｯｸ
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