
松本市立病院入院時使用物品レンタル・提供システム 

選定要領等に関する質問に対する回答書 

 

令和 5年 1月 6日 

各 位 

松本市立病院      

（事務部 病院総務課） 

担当：甘利 祐紀   

下記のとおり回答（条件追加等）致します。 

回答 

番号 

選定要領・仕様書 

等の頁および項目 

質問内容等 回答内容 

1 選定要領 3頁 

8（1）イ 

・県内に限らず記載して良いか。ま

た、県外の実績を記載することで評価

点に反映されるのか。 

・県内外で評価に優劣はありません。

199 床以上の規模を有する病院の運

営実績を記載してください。 

2 選定要領 3-4頁 

8（2）ウ（イ） 

・おむつ類納品計画とは、どういった

意味合いなのか。 

・仕様書 1頁 4（2）に示す商品の構成、

商品の質等に関する内容について評価

します。 

3 選定要領 3-4頁 

８（２）ウ（イ） 

・廃棄物処理計画について、「廃棄物

処理計画」とはどのようなことを指し

ているのか。 

・サービス運営で発生した廃棄物をど

う処理するかということか（おむつな

どの処理）。 

・現在の運用方法と費用負担はどの

ようにしているのか。 

・廃棄物処理計画は、紙おむつ類のほ

か、システム運営上発生する納品梱包

材や感染防止対策物品、事務処理等に

よる廃棄物をどのように廃棄するのか

記載してください。 

・紙おむつ類について、現在は廃棄費

用を運営事業者が負担し、病院で廃棄

しています。 

4 選定要領 5頁 

１１（１） 

・配点について 、選定要領に記載の

配点と別紙「審査項目」記載の配点が

異なっているがどちらが正しいか。 

・別紙「審査項目」に記載の配点が正し

いものです。市・病院ホームページの選

定要領について正しいものと差し替え

ます。 

5 仕様書 1頁 

４（１）ア 

・パジャマ、ジャージ、Tシャツ、短パン

はどのように選択して使用している

か。 

・使用量実績について（商品別の納品

数量実績など） 

・患者の状態や要望により、必要なもの

を使用しています。 

・使用量実績は、追加資料 1のとおりで

す。 

6 仕様書 1頁 

4（1）アイ 

・衣類、タオル類の 1 週間交換目安の

設定はあるのか。 

・通常は週に 2～3 回です。汚れたり、

患者要望等により必要に応じて交換す

る場合もあります。 

 



7 仕様書 1頁 

４（２）ア 

・紙おむつの使用量実績について（商

品別の納品数量実績など） 

・紙おむつの使い方のパターンなど決

まったものはあるか。 

・出荷実績は追加資料2のとおりです。 

・紙おむつの標準交換回数は、1 日中

使用する方で 4～5 回/日、リハビリ程

度使用する方（バルーンカテーテル使

用者含む）で１～２回/日です。 

8 仕様書 1頁 

4（2）アイ 

・紙おむつの出荷実績について 

・参考商品の同等品以上可となって

いるが、他社で同等品以上を提案し

た場合、審査項目「指定する商品の構

成」に満たされているという認識で問

題ないか。 

・出荷実績は追加資料2のとおりです。 

・審査項目おむつ類「指定する商品の

構成」、「商品の質」で評価します。 

9 仕様書 2頁  

４（３） 

・日用消耗品類の使用量実績につい

て（商品別の納品 数量実績など） 

・箸、スプーン、フォークは個別配布品

か。それとも、栄養科で洗いまわしで

問題ないか。 

・シャンプー類は個別配布か、それと

も浴室で使いまわしか。 

・ディスポおしぼりの使用数量につい

て 

・使用量実績（平均使用量／月）は、追

加資料 3のとおりです。 

・箸、スプーン、フォークは感染予防等

の観点から個別配布品（ディスポ商品）

が望ましいです。 

・シャンプー類は個別配布（使い切りタ

イプ）と浴室設置（ボトルタイプ）のどち

らも利用できることが望ましいです。 

10 仕様書 2頁 

4（3）イ（オ）-（キ） 

・箸、フォーク、スプーンはディスポで

問題ないか。また、リユースの場合、

洗浄は病院側でいいのか。 

・回答番号 9でお答えしたとおりです。 

11 仕様書 2頁 

4（3）ウ（ア） 

・ディスポおしぼりのサイズと用途に

ついて教えて頂きたい。 

・主に食事の際等のお手拭きを想定し

ています。サイズについての指定はあり

ませんが、用途にあったサイズでお願

いします。 

12 仕様書 2頁 

4（3）ウ（ウ）（エ） 

・ボディーソープ、リンスインシャンプ

ーは浴室設置もしくは個人貸与どち

らか。 

・回答番号 9でお答えしたとおりです。 

13 仕様書 2頁 

4（3）ウ（キ） 

・ディスポ体拭きは個包装でないとい

けないのか。 

・個包装が望ましいです。 

14 仕様書 2頁 

５ 

・提供セット構成について、⑴～⑸ま

で記載があるが、それぞれ単体で利

用できるような金額設定が必要か。 

・現在のセット発生実績について 

・仕様書のとおり（1）～（5）についてセ

ットを構成し、金額設定をしてください。 

・実績は追加資料 4のとおりです。 

15 仕様書 2頁 

5（１）-（5） 

・現状の申込延べ人数について ・追加資料 4のとおりです。 



16 仕様書 2頁 

5（5） 

・私物洗濯のネットサイズについて 

・私物洗濯の請求について、他のセッ

トと同じく日額請求なのか。 

 

・現状は、62ｃｍ×44ｃｍです。ネットサ

イズについては選択できることが望まし

いです。 

・私物洗濯の請求については、仕様書

3頁 6のとおりです。 

17 仕様書 3頁 

７（1）ア 

・常駐員スケジュールについて ・現状は、平日 3 名程度、土曜日 1 名

で正午～午後５時まで、ベットサイドへ

の商品配布、使用済みリネン類の回

収、在庫管理等をしています。 

18 仕様書 3頁 

7（2） 

・セットの説明、申込対応は現状何名

で対応しているのか。 

・現状は、入院説明時に病院職員が 1

～2 名で対応していますが、運営事業

者で対応していただくことが望ましいで

す。 

19 仕様書 3頁 

7（3） 

・退院/外泊/変更等を利用日数管理

表へ記入するのは運営事業者もしく

は病院職員のどちらか。 

・現状は、病院職員で対応しています

が、運営事業者で対応していただくこと

が望ましいです。 

20 仕様書 3頁 

8（2） 

・倉庫等の棚、加湿器の台数は何台

必要か。 

・現状は、保管場所毎に棚が設置され

ており、加温器は４台（病棟毎）ありま

す。※仕様書 5頁１６参照 

21 審査項目 

おむつ類 

・「廃棄物処理」の配点に 3 点とある

が、提供した紙おむつの廃棄も運営

事業者が担当するということか。ま

た、現運営事業者も使用後のおむつ

を廃棄しているのか。 

・回答番号 3でお答えしたとおりです。 

22 審査項目 

運用形態 

・利用日数管理は、タブレットの運用

で問題ないか。 

・問題ありません。 

23 審査項目 

使用料 

・「保管場所使用料」以外に「その他使

用料」とあるが、仕様書 16（3）の使用

料以外にどの使用料を示しているの

か。 

・「保管場所使用料」は、指定の使用

料 61，920 円に運営事業者が上乗

せした金額、「その他使用料」は、一般

的な業務委託料という認識で問題な

いか。また、支払額の多い順に配点さ

れるのか。 

・「保管場所使用料」は仕様書 16（3）の

使用料であり、「その他使用料」は何か

を特定するものではありませんが、提

案の有益性について評価します。 

24 審査項目 

協力業者 

運営事業者のみ（自社のみ）の場合は

５点配点されるのか。 

仕様どおりの業務が見込めるかについ

て評価します。 


