手術用リネンリユース賃借業務仕様書
１ 業務名称
高知医療センター手術用リネンリユース賃借業務
２ 業務期間
平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで
３ 業務履行場所
高知市池 2125 番地 1 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
４ 業務の目的
本業務は、甲が病院業務を行うにあたり使用するオペリネンの賃借による納入、引取並びに洗濯、
消毒、補修及びその他の付帯業務を行うことにより、甲の医療廃棄物削減と、職員及び患者の清潔
で安全な環境を整備し、病院業務の円滑な運営に資することを目的とする。
５ 手術用リネンの内容
品名、規格、納入形態等は下記のとおりとする。
品名

サイズ

規格基準

納品形態

ＯＰ台シーツ 110×102

102×110ｃｍ

別紙 1 のとおり

未滅菌

OP 台シーツ 185×90

90×185ｃｍ

別紙２のとおり

未滅菌

ＯＰ台シーツ 220×102

102×220ｃｍ

別紙３のとおり

未滅菌

サージカルガウンマスク

M～LL

別紙４のとおり

滅菌

四角巾 90×90

90×90ｃｍ

別紙５のとおり

滅菌

四角巾 115×115

115×115ｃｍ

別紙６のとおり

滅菌

器械台カバーＳ

防水部 128×70ｃｍ

別紙７のとおり

滅菌

ソフトカバー

230×100cm

別紙８のとおり

未滅菌

ソフトカバー

140×70cm

別紙９のとおり

未滅菌

無し

６ 素材の規格基準及び内容
素材の規格基準及び内容詳細は別紙１から９のとおりはっ水性能、防水性能を有するものとすること。
なお、手術用リネンにおける洗濯、消毒については、厚生労働省の定める衛生基準（平成５年２月 15
日付指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知）によるものとする。
７ 付帯業務内容
手術用リネンの洗濯及び検査、納入形態等については下記の通りとする。

（1） 納入する製品は、使用者に不快感を与えるもの・不衛生なものは納入補充しないこと。
（2） 納入する製品は、次のとおり包装し納入すること。
品名
ＯＰ台シーツ 110×102

サイズ
102×110ｃｍ

納品形態
未滅菌

包装方法
ビニール袋と耐貫通性コンテナ
の 2 重包装にて梱包

ＯＰ台シーツ 185×90

90×185ｃｍ

未滅菌

ビニール袋と耐貫通性コンテナ
の 2 重包装にて梱包

ＯＰ台シーツ 220×102

102×220ｃｍ

未滅菌

ビニール袋と耐貫通性コンテナ
の 2 重包装にて梱包

サージカルガウンマスク

M～LL

滅菌(単包)

無し

滅菌バックにて包装後、ビニー
ル袋と耐貫通性コンテナに入れ
た３重包装にて梱包

四角巾 90×90

90×90ｃｍ

滅菌(単包)

滅菌バックにて包装後、ビニー
ル袋と耐貫通性コンテナに入れ
た３重包装にて梱包

四角巾 115×115

115×115ｃｍ

滅菌(単包)

滅菌バックにて包装後、ビニー
ル袋と耐貫通性コンテナに入れ
た３重包装にて梱包

器械台カバーＳ

防水部

滅菌(単包)

128×70ｃｍ

滅菌バックにて包装後、ビニー
ル袋と耐貫通性コンテナに入れ
た３重包装にて梱包

ソフトカバー

230×100cm

未滅菌

ビニール袋と耐貫通性コンテナ
の 2 重包装にて梱包

ソフトカバー

140×70cm

未滅菌

ビニール袋と耐貫通性コンテナ
の 2 重包装にて梱包

（3） 製品のはっ水性能、防水性能を維持するためにメーカーが推奨する洗濯方法及び洗剤の使用
を遵守すること。
（4） 使用後の洗濯工程に、熱水による消毒（80℃×10 分）を行うこと。
（5） 洗濯完了後の製品検査は全て目視検査にて脂シミ等の汚れがないことを確認し、汚れのない
製品を納入すること。
（6） 目視検査完了後の製品検査は全てライトテーブルによるピンホール検査を行い、補修が必要な
場合は縫製による補修ではなく、熱圧着シート（防水性があり、かつ高圧蒸気滅菌装置による滅
菌に耐えられる素材）による補修をした上で、ピンホールのない製品を納入すること。
（7） 各製品はバーコード等での管理を行い、洗濯回数をチェックすること。
（8） 各製品の目視検査、たたみ、包装、滅菌物の保管は、外気が遮断され、HEPA フィルター及び
陽圧換気システムが設置されたクラス 100,000 以上のクリーンルームで行うこと。
（9） 製品のたたみ方については、使用時の展開の妨げにならないようなたたみ方法とし、事前に甲

の承認を得た方法とする。
（10） 毎日、滅菌機を稼動させる前に、ISO11140-3 または 11140-4 に準じたテストパックを用いて、
ボウイディックテストを実施し、シートの完全な変色を確認した上で滅菌器を稼動させること。
（11） 滅菌方法は高圧蒸気滅菌とし、温度条件はクロイツフェルト･ヤコブ病(CJD)の感染予防策とし
て有効とされている 134℃18 分とすること。
（12） 滅菌物にはリスクマネジメントの一環としてリコールのためのロット番号及び滅菌日を記載する
こと。
（13） 滅菌機の滅菌工程の確認として、物理的インジケーターを滅菌稼動毎に確認すること。
（14） 滅菌稼動毎に生物学的インジケーターを使用し、陰性判定後に製品を払いだすこと。
（15） 製品は、ビニール袋に入れ、耐貫通性のコンテナに入れた 2 重包装(滅菌物は滅菌バックを含
む 3 重包装)による梱包で納入すること。
（16） 納入する製品は、汚染することのないように衛生的に取扱い、納入・回収の際、使用済みのも
のと納入すべきものを混在しないようにすること。また、納入に使用する耐貫通性のコンテナは、
回収の都度清拭消毒等を行い衛生的であること。
８ 付帯業務に係る設備要件
(１) 洗濯、消毒を行う際、汚染エリアと準清潔エリアがゾーニングされており、なおかつパススルー方
式による汚染品と準清潔品が交差しない工場レイアウトであること。
(２) 滅菌を行う際、準清潔エリアと清潔エリアがゾーニングされており、なおかつパススルー方式で
準清潔品と清潔品が交差しない工場レイアウトであること。
９ 納入・回収に関する事項
納入・回収については下記のとおりとする。
（1） 製品の納入は週３日以上とし、回収については月曜日から金曜日の毎日行うこと。ただし、祝
日・振替休日・国民の休日及び年末年始は、別途、甲・乙協議のうえ定めるものとする。
（2） 手術用リネンの管理方法は 1 日当たりの必要枚数を考慮した定数管理とし、甲の定める下記の
定数を維持すること。ただし、状況により定数の変更の必要が生じた場合は、甲の指示に従うも
のとする。
品名

サイズ

定数

ＯＰ台シーツ(小)

102×110ｃｍ

5

ＯＰ台シーツ(中)

90×185ｃｍ

10

ＯＰ台シーツ(大)

102×220ｃｍ

15

M～LL

10

四角巾

90×90ｃｍ

5

四角巾

115×115ｃｍ

15

防水部 128×70ｃｍ

5

サージカルガウンマスク無し

器械台カバーＳ

ソフトカバー

230×100cm

20

ソフトカバー

140×70cm

20

（3） 製品の納入について不足が生じたときは、敏速に補充するものとする。
（4） 納入の際は、納入伝票を持参し、病院職員による検品を受け、甲の指示する所定の場所へ納
入すること。
（5） 納入の際は、製品を落とす・濡らすことのないように注意し、汚染することのないよう慎重に取扱
うこと。
（6） 使用済み製品の回収場所は甲の指示する所定の場所とする。
（7） 納入・回収時の、構内での車両取扱いに注意すること。
（8） 納入・回収に使用する車両等は、使用の都度清拭消毒を行い衛生的であること。
（9） 納入・回収の際使用する台車の取扱いについては、目線の高さより上に荷物を載せないこと。ま
た、患者及び病院職員等歩行者の妨げにならないよう注意すること。
１０ 賃貸者の要件
賃貸者の要件として次の内容を満たしていること。
(１)

品質及び顧客満足を高める姿勢が明確である企業として、ISO9001 を取得していること。

(２)

クリーニング業法第 5 条１項による都道府県知事への開設届を提出していること。

(３)

寝具類洗濯業務の医療関連サービスマークの認定を受けていること。

(４)

院外滅菌消毒業務の医療関連サービスマークの認定を受けていること。

（５） 製品に関する責任の所在を明確にするため、回収・洗濯・消毒・検査・補修・包装・滅菌・納入
までの一連の業務を一括して行い、一部またはその全てを第三者に譲渡または委託しないこ
と。
１１ 乙の責務
（1） 一般注意事項
乙は、業務を遂行するに当たり、病院が公的医療機関として県民に適切な医療サービスを
提供するものであることを十分認識し、病院業務に従事する職員としての自覚を持ち、信用を
失墜する行為をしてはならない。
（2） 関係法令の遵守
乙は、業務を遂行するに当たっては、医療法及び医療法施行令等関係諸法令並びに高知
県、高知市、厚生労働省その他関連省庁の取り決める関連法規及び通知等を遵守すること。
（3） 標準作業書及び業務案内書
受託業務の適正化及び標準化を図るため、医療法施行規則第 9 条の 14 第 11 号に規定する
標準作業書を常備し、従事者に周知徹底させるとともに、受託業務の内容及び方法等を明確に
するため、医療法施行規則第 9 条の 14 第 12 号に規定する業務内容及びその他必要な帳票類
を常備し、甲が提出を求めた場合は、速やかに対応すること。
（4） 業務遂行体制の確立

乙は、業務の円滑な遂行のための体制を整えるとともに、作業手順を記した作業マニュアル
等を作成し、それらを遵守すること。また甲が提出を求めた場合は速やかに対応すること。
（5） 守秘義務
乙は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけない。このことは、契約の解除及び契
約期間が終了した後においても同様とする。なお、乙は、研修等を通じて業務従業者に対して、
プライバシーの保護の重要性を十分に認識させるなど、個人情報の保護に万全を期すること。
（6） 帳票類(電子媒体含む)の整理整頓・持ち出し禁止
乙は、本業務に係わる帳票類を整理保管し、甲が要求した場合は速やかに提示すること。な
お、これらを甲の許可無く持ち出してはならない。
（7） 要望等の調整義務
乙は受託業務の履行にあたり、甲から要望、相談等があった場合には、協議のうえこれらの
調整を行うものとする。
（8） 業務期間中の服装等
乙は、業務従事者に業務遂行に適切な服装及び名札を着用させなければならない。
（9） 業務環境の整備
乙は、業務に係る環境を常に清潔な状態に保つよう努めること。また、電気、水道等の使用及
び火気点検等安全管理に万全を期すること。
（10） 業務従事者への指導教育
乙は、業務の実施に先立って業務従事者に対し、業務処理に必要な教育訓練を実施し、甲
の管理運営に支障を来たさない万全を期すること。
（11） 業務日誌及び業務完了報告書等の提出
乙は、日々の業務終了後、業務日誌（日報）を作成し、甲の要請に応じて提出すること。また、
毎月月末においては月次業務完了報告書（月報）を速やかに提出すること。
（12） 損害賠償責任
乙は、その責に帰すべき事由により業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えた時はこ
れを賠償しなければならない。
（13） 報告事項等
甲から、業務の履行に関する資料提供の要求があったときは、速やかに提出すること。また、
医療監視等の行政監査・指導のあった場合、関係帳票類及び関係資料の作成等について、甲
に協力するとともに、甲又は関係官公庁等から指示指導を受けた事項については、速やかに改
善すること。
（14） 再委託の禁止
乙は、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合を除き、受託した業務の全部又は一部を
第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。
１２ その他
この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

