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第１ 総則 

 １ この仕様書は、草加八潮消防組合（以下「組合」という。）が令和３年度に購入す 

  る高規格救急自動車積載用資機材（以下「本資機材」という。）２台分に関する必要 

  な事項を定める。 

 ２ 別表については、１台分の個（式）数の表記であるため、個（式）数を二倍した数 

  にて納入すること。 

 ３ 本資機材は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

  （昭和３５年法律第１４５号）及び、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 

  の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）並びに、救急業務実施 

  基準（昭和３９年自消甲教発第６号通知）その他の関係法令に適合しており、医療用 

  具承認が得られているものであること。 

 ４ 本仕様書に明記されていない点は、メーカー公表の基準仕様書のとおりとする。 

 ５ 本仕様書に係る不履行が発生することが明らかになった場合には、速やかに不履行 

  の事実に係る報告書を提出するとともに、以後の対応について組合と協議の上、組合 

  の指示に従うこと。 

  

第２ 納期・納入場所 

   納期は、令和４年３月３１日（木）とし、組合の指定する場所に納入すること。 

 

第３ 支払方法 

   業務完了一括払い 

 

第４ 完成検査 

   納入時において、本仕様書に基づく各種検査を実施し、その結果不合格と認めた箇 

  所については、直ちに改修し、再検査を受けなければならない。 

 

第５ 仕様 

 １ 高度救命処置用資機材及び救急資機材については、別表に定めるものとすること。 

 ２ 受注者は積載する医療資機材の納入に当たり、救急資機材の取扱いについて、各 



 

 

 

 

  専門業者による指導を受注者の責任において実施すること。 

  ３ 文字の記入等 

 組合が指定する救急資機材、または高度救命処置用資機材について、左書文字 

等間隔で「草加八潮消防局」と表示すること。 

  なお、指定する救急資機材及び文字の大きさ等については組合と協議すること。 

 

第６ その他 

 １ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年  

  法律第１４５号）基づく高度管理医療機器等の販売業許可を受けていること。 

 ２ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 ３ 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。 

  ⑴ 受注者及び受注者の下請け業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為 

   による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、管理者に報 

   告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

  ⑵ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じるこ 

   と。 

 ４ 問合せ先 

   埼玉県草加市神明二丁目２番２号 

   草加八潮消防組合 

   草加八潮消防局警防課 救急係  

   ＴＥＬ ０４８－９２４－０９６７ 

   ＦＡＸ ０４８－９２８－８４５４ 

 

 

 



№ 品    名 数　量 備　考

１ 高度救命処置用資機材 １式

２ 救急資機材 １式

令和３年度高規格救急自動車積載用資機材仕様書　別表



№ 品    名 規　格 数　量 備　考

喉頭鏡５本セット（ＬＥＤ）ケース付き ２セット

呼気終末炭酸ガス検出器（６個入） １箱

チューブ専用固定器具 ５個

マギール鉗子（大中小） 各２本

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ０ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ１ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ２ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ２．５ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ３ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ　サイズ５ １箱

ラリンゲルチューブＬＴＳ－Ｄサイズ４
（１０本/箱）

１箱

スタンダードカフ付気管内チューブ７．０㎜
（１０本入）

１箱

スタンダードカフ付気管内チューブ７．５㎜
（１０本入）

１箱

 別表詳細

 №１　高度救命処置用資機材

気道確保用資機材１



№ 品    名 規　格 数　量 備　考

　バイトブロック（大中小） 各１個

　スタイレット ２本

　水溶性潤滑ゼリー ２本

ビデオ喉頭鏡エアウェイスコープＡＷＳ-Ｓ２
００または同等品

１個

ビデオ喉頭鏡用イントロックＭ-ＩＴＬ-ＳＬ
（１０本入）または同等品

１箱

半自動除細動器ＴＥＣ２６０３または同等品 １式

リチウムイオンバッテリー ２個

バッテリーチャージャー １台

ＳＤメモリカード（２Ｇタイプ） ２枚

使い捨て除細動パッド １０枚

専用プリンター １台

記録紙 ２箱

電極リード線 １個

ＣＯ２センサーキット １個

テストロード １個

３ 自動体外式除細動器

２ ビデオ喉頭鏡



№ 品    名 規　格 数　量 備　考

マルチプローブ １個

エネルギーチェッカー １個

メデュマットイージーまたは同等品 １式

ＰＥＥＰバルブ １個

５ 輸液用資機材 駆血帯イエロー ２本

ベットサイドモニター　ＢＳＭ－３５６２
または同等品

１台

バッテリーパック １個

ＣＯ２センサーキット １個

エアウェイアダプタ １箱

電極リード線 １本

１２誘導解析プログラム １個

７ 心電計

４ 自動式人工呼吸器

６ 血中酸素飽和度測定器

パルスワンⅢＰＭＰ－１２５　本体×１
小児用Ⅲクリッププローブ×１
成人用Ⅲクリッププローブ×１
成人用Ⅲモニタプローブ×１　又は、
パルスオキシメータＨＰＯ－１６００－ＦＰ
本体×１
小児用クリッププローブ×１
成人用クリッププローブ×１

１式



№ 品    名 規　格 数　量 備　考

心電図誘導コード（１０電極） １個

フィンガープローブ １個

成人用（標準）カフ ２個

成人用（小）カフ １個

小児用カフ １個

幼児用カフ １個

大腿用カフ １個

記録紙 ２箱

ディスポオキシプローブ幼児用（２４本入） １箱



 №２　救急資機材

№ 品    名 規　　格 数　量 備　考

アンブ製蘇生バック　マークⅣ(成人用、乳児
用)及び付属品（リザーバー含む）またはレー
ルダル製シリコンレサシテーター

１式

エアー入りシリコンカフマスク（各サイズ） １式

２ 吸引器
レールダル製ＬＳＵ４０００またはパシフィッ
クメディコ製トートキューブバック（付属品含
む）

１式

３ エアーウェイ 経口エアウェイ　大・中・小　各１箱 １式

４ 骨盤固定具 サムスリング２ １個

ＬＵＣＡＳ３または同等品 １式

電源ケーブル（ＡＣ/ＤＣ） 各１式

２リットルボンベ携帯用バック（マルチオキシ
ゲンバッグＷＭＯＢ－５または同等品）

２個

流量計付減圧弁（ＬＳＰヨーク型プロテクタ付
き）

２個

２Ｌ酸素ボンベ １本

ヤンカーカテーテル ５本

新生児用吸引カテーテル ５本

８ 酸素チューブ 酸素接続チューブ ２本

サクションカテーテル

 別表詳細

６ 携帯用呼吸管理セット

手動式人工呼吸器

７

１

５ 自動式心臓マッサージ器



№ 品    名 規　　格 数　量 備　考

電子体温計腋窩用（２０℃～４５℃測定可能） ２本

非接触型皮膚赤外線体温計 １本

１０ ペンライト プッシュ式瞳孔ゲージ付 ２本

専用収納ケース １個

臍帯クリップ（１０個入） １箱

臍帯剪刀 ２本

保温シート（新生児用） １箱

救急タオル包帯　大・小　 各１個

聴診器（３ＭリットマンクラシックⅡ新生児）
または同等品

１本

ＬＭＳセット ２セット

ＬＬ　ＳＳ 各２個

１３ じゅすいぼん ポリエチレン製 １個

１４ 膿盆 ステンレス （大中小深型） 各１個

ジャンプキットバックＷＪＫ－１Ｃまたは同等
品

２個

トーマスバックＳ又は、同等品 ２個

１５ メディカルバック

１１ 　産科セット

９

１２ 副子

電子体温計



№ 品    名 規　　格 数　量 備　考

ターポリン素材（足袋有、ベルト付） １個

ターポリン素材（足袋無、ベルト付） １個

１７ トリアージタッグ １００枚入（複写式４枚綴り） １箱

１８ ベスト
メッシュベストＢＳ２青色（マジックテープ台
座・背面反射テープ・草加八潮消防局）

３着

メーカー指定なし（非ステンレス対応品） １個

替え刃 ３枚

乾電池式ＬＥＤライト（防塵防水型） １個

ファイヤーバルカンＬＥＤまたは同等品 １個

ジョンソン・エンド・ジョンソン製ワンタッチ
ベリオビューまたは同等品（収納ケース付）

１個

専用センサー（３０枚入） １個

単回使用ランセット３０Ｇ（２００個/箱） １箱

２２ 　可搬式オゾン除菌装置
ＢＴ－０３オゾンガス発生装置（川上機工株式
会社製）または同等品

１個

２１ 　血糖値測定器

２０ 　ＬＥＤライト

１９ リングカッター

１６ 　布担架


