
Osaka University Hospital 

 

サ プ ラ イ セ ン タ ー  

 

１．スタッフ 

センター長（兼）病院教授 高階 雅紀 

 

２．活動内容 

大量かつ多岐にわたる医療材料のうち、非滅菌材料

の購入及び在庫管理を行い、院内各部署の診療と看護

業務の効率化及び省力化を目的としている。また、物

品購入を効率的に行い、適正在庫を保ち病院経費の節

減のため、適宜非滅菌材料の見直しを行い、メーカー・

規格等を統一化し、価格の低廉化を目指している。 

当センターは、次の（1）、（2）の部門で構成されて

いる。 

(1) 非滅菌材料部門 

(2) ベッド部門 

 

３．役割と機能 

(1) 非滅菌材料部門：非滅菌材料の供給 

・定期供給（外来、病棟、中央診療部門にある所定 

の物品棚に、定数量を週 1回定期的に補充する。） 

・非滅菌材料の管理については材料部 SPD＊が行う。 

・臨時供給（午後 2時から 4時の払出し、午後 1時 

から 3時の中型搬送機による供給システム。） 

・在庫の適正化のため、在庫品目、数量の見直し。 

(2) ベッド洗浄部門： 

ベッド・マットレスの洗浄・消毒、保守、管理、 

カーテン交換 
 

＊SPD（Supply Processing and Distribution）： 

医療用消耗品の在庫やその物流・物品管理を中央集

中化や外注化することにより、診療現場の業務軽減や

診療物品を柔軟かつ円滑に管理しようとする方法のこ

と 

 

４．取り扱い品目等 

(1) 非滅菌材料部門 

1）非滅菌医療材料：伸縮包帯、ディスポシーツ、 

プラスチックグローブ、尿コップ等 278 品目 

2）その他消耗品：入院中の生活について、ビニー 

ル袋、ノート、封筒、サインペン等 109 品目 

(2) ベッド部門 

1）ベッド洗浄消毒機 ザウター DWA-2300H 一式 

2）マットレス消毒機 ザウター MWD-1000SS 一式 

 

 

５．取り扱い実績 

(1) 非滅菌材料            単位：千円 

 

(2) ベッド等消毒業務         単位：台 

 
H29 年度  H30 年度 R1 年度 

ベッド・ 
マットレス 

23,902 25,024 25,008

ベッド搬送 26,288 27,451 27,550

 

６．定数配置払出し部署・曜日 

曜日 部   署 

月 
全外来・臨床検査部・手術部・血液浄化部・

未来医療センター・内視鏡センター 

火 

東 11・12・13 階病棟 

西 11・12・13 階病棟 

オンコロジーセンター・薬剤部 

水 
東 8・9・10 階病棟・ 放射線部・ 

西 8・9・10 階病棟 

木 

東 2・3階病棟・集中治療部・材料部・ 

高度救命救急センター・ 

総合周産期母子医療センター 

金 
東 5・6・7階病棟 

西 5・6・7階病棟 

 

７．今後の課題 

医療材料の供給については、滅菌材料を取り扱う材

料部と機能的に緩やかな融合を試み、事務担当部署と

綿密な連携の下、効率的な運用、適正な価格、適正な

在庫を維持するシステム構築を目指す。また、ユーザ

ーフレンドリーな物流情報システムへの更新も必要で

ある。 

H29 年度 H30 年度 R1 年度

非滅菌 
医療材料 

312,485 286,680 324,645

その他 
消耗品 

29,675 23,170 27,542
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                                         サプライセンター 

 

〈非滅菌医療材料〉 

 
搬送前 
 

 
倉庫 
 

 
中型搬送機 
 

 
搬送作業中 

〈ベッド洗浄〉 

 
① 洗浄前 

 

 
② 洗浄作業 

 

 
③ 洗浄中 
 

 
④ 洗浄終了 
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