
品名 サイズ・規格 メーカー（基準品）
R3～5年度見込
［延べ賃貸借枚数］

（Ａ）

単価（円）
［1枚当り賃貸借料金］

（Ｂ）

合計（円）
（Ａ×Ｂ）

1 サージカルガウン 滅菌ガウン（M) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 1,900

2 サージカルガウン 滅菌ガウン（L) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 3,000

3 サージカルガウン 滅菌ガウン（LL) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 3,200

4 器械台カバーＳＳ 150cm×134cm／100cm×70cm　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 800

5 器械台カバーＭ 190cm×160cm／145cm×88cm ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 2,200

6 四角巾　１４０Ｘ１４０ 落下菌防止カバー・汎用四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 5,400

7 四角巾　１８０Ｘ１４０ 落下菌防止カバー・汎用四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 2,400

8 ＯＰ台シーツ　２００Ｘ９０ ＯＰ台シーツ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 1,500

9 ＯＰ台シーツ　１５０Ｘ９０ ＯＰ台シーツ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 500

10 ソフトカバー　２３０Ｘ１００ ソフトカバー　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 2,300

11 メイヨスタンドカバー メイヨスタンドカバー ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 1,800

12 砕石位パック 砕石位パック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 200

13 小切開ドレープ（翼付） 小切開ドレープ（翼付） ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 300

14 ラパコレドレープ ラパコレドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 300

15 開腹大ドレープ（ポケット付） 開腹大ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 400

16 開脚位ドレープ 開脚位ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 200

17 汎用ドレープ 汎用ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 100

18 脊椎用ドレープ 脊椎用ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 200

19 レギングパック レギングパック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 300

20 穴開きドレープ　１３センチ 穴開きドレープ　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 400

21 吸水防水四角巾９０Ｘ９０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 400

22 吸水防水四角巾１４０Ｘ１４０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 200

23 吸水防水四角巾１８０Ｘ１４０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 900

24 サージカルタオル２号 サージカルタオル２号 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 1,000

25 整形下肢Ｕパック 整形下肢Ｕパック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK 400

３．納入場所：伊賀市四十九町地内
４．賃貸借期間：令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで
５．連絡先：伊賀市立上野総合市民病院事務部病院総務課（℡0595-41-0065）
６．特記事項
（１）別紙特記仕様書のとおり
（２）同等品：可。ただし、見本品を提出の上、事前に承認を得ること。

（３）契約方法
　それぞれの１枚あたりの単価に、R３～５年度見込［延べ賃貸借枚数］を乗じて得た金額の合計金額が最も少ない
者を落札者とし、契約　は合計金額の基になった単価による単価契約とする。

仕様書

１．件名：伊賀市立上野総合市民病院　手術室リユースリネン賃貸借

２．規格・数量等：以下のとおり

小計

消費税（10％）　

合計
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手術室リユースリネン賃貸借特記仕様書 

 

本仕様書は、伊賀市立上野総合市民病院における手術室リユースリネンの賃貸借契約に

先立ち商品や運用について定めるものである。 

 

 

件   名  伊賀市立上野総合市民病院手術室リユースリネン賃貸借 

期   間  令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

場   所  伊賀市立上野総合市民病院内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．業務内容 

 賃貸人の施設で、清潔に洗濯・滅菌した上で製品を貸与するものとする。 

 

（１）貸与する製品は、使用者に不快感を与えるもの・不衛生なものは供給しないこと。 

（例えば、やぶれや汚れなど） 

（２）使用後の製品は全てライトテーブルによるピンホール検査を行い、下記の通りそれ

ぞれの製品に合わせて補修を行い、ピンホールのない製品を納品すること。 

   ①タオル・ソフトカバー：縫製による補修を行う。 

②その他製品：補修が必要となる場合は熱圧着シート（一定の撥水性があり、120℃

以上の高圧蒸気滅菌に耐えられるもの）による補修を行う。 

（３）耐水圧検査については、製品に応じて、ANCI／AAMI／PB200／AAT／CC127 の基

準に準じた耐水圧検査を適宜、実施すること。 

（４）洗濯の工程においては、80℃以上の熱水による 10 分以上の消毒工程を入れること。 

（５）納品時は製品が汚染されないように、ビニール袋に入れた状態で供給すること。 

（６）製品出荷や洗濯回数などの管理の為、賃貸人は原則全ての製品に ID チップを付ける

こと。 

 

２．納品・回収 

（１） 洗濯・滅菌後製品の納品は、賃借人と賃貸人が協議の上で場所、頻度などを設定し、

運用すること。 

（２） 土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始・ゴールデンウィークなどの対

応については別途賃借人と賃貸人が協議の上で設定すること。 

（３） 使用後の製品を回収するための回収袋、回収袋を設置するワゴンは賃貸人が準備の

うえ、必要分を手術室に設置すること。 

（４） 使用済み製品の回収は、感染管理と手術室内スペース確保の観点から、土曜日・日

曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始・ゴールデンウィークなどの大型連休を除

き、賃貸人は原則１日１回、手術室から地下の不潔倉庫へ搬出を行うものとする。 

なお、時間帯については、賃借人と賃貸人協議の上で設定すること。 

（５） 製品の納品数量については、土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始・

ゴールデンウィークなどの大型連休を除き、原則賃貸人が手術室在庫の確認を適宜

行い、不足のないよう運用すること。 

    

３．院内在庫 

（１）製品の院内在庫については、１日当たりの使用見込み数を基に算出・決定し、その

数量を目安に在庫するものとすること。 

（２）6 ヶ月毎に在庫数の設定を見直すこと。 



（３）それ以外に手術数の増減などに伴う院内在庫数の変更が必要な場合は、賃借人と賃

貸人が協議の上で、改めて在庫数の設定を行うこと。 

 

４．費用請求の方法 

本契約は単価契約とし、賃貸人からの納品数量に応じた費用を賃借人に請求するものと

する。 

 

５．導入商品及び製品仕様 

別紙商品マスターの通りとする。 

 

６．守秘義務 

（１）賃借人・賃貸人双方の従業員は、業務上知り得た（相手方の）業務内容・秘密を他

にもらしてはならない。 

（２）賃借人・賃貸人は協力し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令・ガイド

ライン等に従い、患者等の個人データの安全管理義務等を果たさなければならない。 

（３）賃貸人は、個人情報の保護に関する法律第２３条を遵守し同条に従い、賃借人に対

し賃貸人の従業員の個人情報に関わる資料等の提供をする。 

 

７．契約保証 

賃貸人は天災地変・労働争議その他のやむを得ない事情により、一時的に本契約の履行 

ができなくなった場合でも賃借人の業務に支障のないように、予め業務代行体制の整備等、

必要な措置を講じておかなければならない。手術室リユースリネンの賃貸借期間は令和３

年(2021年)４月１日から令和６年（2024年）３月 31日までの３年間とする。 

 

８．協議事項 

賃借人及び賃貸人は、本仕様書に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項につ 

いては、信義と誠実に従って協議の上、決定する。 

 

以上 

 



品名 サイズ・規格 メーカー（基準品）
単価(円)
[1枚当り
貸与料金]

1 サージカルガウン 滅菌ガウン（M) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

2 サージカルガウン 滅菌ガウン（L) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

3 サージカルガウン 滅菌ガウン（LL) ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

4 器械台カバーＳＳ 150cm×134cm／100cm×70cm　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

5 器械台カバーＭ 190cm×160cm／145cm×88cm ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

6 四角巾　１４０Ｘ１４０ 落下菌防止カバー・汎用四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

7 四角巾　１８０Ｘ１４０ 落下菌防止カバー・汎用四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

8 ＯＰ台シーツ　２００Ｘ９０ ＯＰ台シーツ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

9 ＯＰ台シーツ　１５０Ｘ９０ ＯＰ台シーツ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

10 ソフトカバー　２３０Ｘ１００ ソフトカバー　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

11 メイヨスタンドカバー メイヨスタンドカバー ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

12 砕石位パック 砕石位パック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

13 小切開ドレープ（翼付） 小切開ドレープ（翼付） ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

14 ラパコレドレープ ラパコレドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

15 開腹大ドレープ（ポケット付） 開腹大ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

16 開脚位ドレープ 開脚位ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

17 汎用ドレープ 汎用ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

18 脊椎用ドレープ 脊椎用ドレープ ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

19 レギングパック レギングパック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

20 穴開きドレープ　１３センチ 穴開きドレープ　 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

21 吸水防水四角巾９０Ｘ９０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

22 吸水防水四角巾１４０Ｘ１４０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

23 吸水防水四角巾１８０Ｘ１４０ 吸水防水四角巾 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

24 サージカルタオル２号 サージカルタオル２号 ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

25 整形下肢Ｕパック 整形下肢Ｕパック ナガイレーベン㈱　COMPELPAK

別紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品マスター


