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国保水俣市立総合医療センターおむつセット運営事業者 

募集要項 

 

国保水俣市立総合医療センター内（以下、当院という。）において、入院患者の利便性

向上、病院職員の業務負担軽減等を図ることを目的として、国保水俣市立総合医療センタ

ーおむつセット運営事業者（以下、運営事業者という。）募集要項に基づいて業者を募集

するものとする。 
 

１ 病院概要 

（１） 病院名 

 国保水俣市立総合医療センター 

（２） 所在地 

 熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 

（３） 許可病床数 

 ４０１床（５０床休床） 

（４） 稼働病床数（平成３０年８月１日現在） 

    ３５１床（一般３４７床、感染４床） 

   なお、平成３１年４月以降ＨＣＵ病棟１０床新設により、３６１床（予定） 

（５） 入院患者数 

    ２８６人（平成２９年度１日平均） 

 

２ おむつセット概要 

（１）事業内容 

   おむつセットの使用を希望する入院患者に対して、おむつ等の提供、提供に必要な

物品、おむつ等使用に対する請求を患者に直接行う業務。 

（２）納品場所 

    各病棟倉庫（東４、東５、東６、西３、西４、西５、リハ３病棟） 

    ※平成３１年４月以降ＨＣＵ病棟（東３）開設予定 

（３）実績 

 

 

 

 

  ※平成２９年度おむつ使用実績額の内訳は別紙１のとおりとする。 

 

３ 運営事業者の選定 

（１） 運営事業者の選定は、総合評価方式により行う。 

（２） 総合評価に参加しようとする場合は、下記４以降を熟読のうえ、下記７の提出書類

を提出すること。 

（３） 提出後は、当院にてプレゼンテーションを行い、評価表に基づきその場で採点する。

 平成２９年度 

おむつ使用患者数（１日平均） １３７．２人 

おむつ使用実績額（税抜） ５，８２１，８０９円 
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採点の結果、得点の高い運営事業者を優先交渉事業者とする。 

（４） 事業実施予定者の選定後、提出書類及び提案書説明に虚偽があった場合、選定を取

り消す場合がある。 

 

４ 応募資格 

次の要件を満たす者とする。 

（１）代表者及び団体（法人等含む）の役員等が次のいずれにも該当しないもの 

①  法律行為を行う能力を有しないもの。 

②  破産者で復権を得ないもの。 

③  過去において営業停止又は指名停止、その他行政処分を受けたことがある者 

④  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各

号の規定により入札参加の制限を受けている者。 

⑤  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生

手続開始の申立てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であ

っても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された

者を除く。）であること。 

⑥  会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく

清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規

定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑦  病院において、おむつセットに係る運営実績がない。 

⑧  個人情報保護に関する社内規程を整備していない。 

⑨  税金その他公金を滞納している者。 

⑩  暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「不

当行為防止等に関する法律」という。）第２条第２号に規定する暴力団またはそれ

らの利益となる活動を行うもの若しくは不当行為防止法に関する法律第２条第６

号に規定するものが役員就任や経営関与を行っている法人等。 

⑪  ⑩に掲げる者から委託を受けた者。 

 

５ 運営に関する条件 

（１）事業期間 

平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで３年間とする。 

（２）業務内容 

①  販売するおむつセットに係る明瞭な説明資料、利用申込書等を作成し、必要枚数

を入院支援窓口、各外来及び各病棟へ配布すること。なお、おむつセットは日額

定額制で販売する。 

②  各病棟倉庫へのおむつ等を納品・補充すること。なお、緊急入院・災害時等でも不

足のないように在庫の管理をすること。 

③  利用者への物品提供は当院職員が行うものとする。 

④  当院職員により、おむつセット利用手続きおよび入院中における使用セットプラ

ンの変更、退院または利用中止によるおむつセット利用停止手続きを行う。 
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⑤  利用申込書等の必要な書類を回収すること。 

⑥  おむつセット利用者へ、利用終了後もくしは月単位等にて、患者個人に対して直

接運営事業者が利用料金を請求すること。なお、入院費用の混同と避けるため、

当院窓口による利用料金の徴収は実施しない。また、盗難、紛失のリスクを避け

るため、当院内において運営事業者による利用料金の回収を行わないこと。利用

料金に関してはおむつセット請求額確定後、請求書及び払込取扱書を契約者へ送

付すること。 

⑦  運営事業者は、おむつセットに関する利用者等からの問い合わせ、苦情等につい

て、丁寧かつ適切に対応すること。 

⑧  毎月のおむつセットの利用状況を、報告書にまとめ当院に提出すること。 

⑨  当院からの要望により適時、おむつセット運営業務に対応可能な担当者が来院す

ること。 

⑩  運用開始前に関係職員への説明会を当院の求めに応じ実施し、円滑な運営ができ

るように必要な措置を講ずること。また、運用開始後にも、定期的に関係職員に

対しておむつの使用方法や交換回数等の勉強会を開催し、全病棟統一した業務が

行えるよう指導すること。 

⑪  おむつセット運用にかかる備品等の設置・納入をすること。 

※当院職員と十分な打合せの上、設置・納入すること。 

⑫  サービス内容等について、運用開始後も当院からの要望等について、できる限り

改善を図ること。 

 

（３）おむつセット内容について   

①  おむつプラン 

おむつプラン数は基本３プラン程度とする。 

セット構成及び物品構成は契約後、実際の運用に伴い変更となることがある。そ

の際のセット料金の設定については、個別に協議することとする。 

プラン① 

分類 サイズ 使用目安 

アウター Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ １～２枚／日 

尿取りパッド（昼用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ ３枚／日 

尿取りパッド（夜用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ ４枚／日 

  プラン② 

分類 サイズ 使用目安 

アウター Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ １～２枚／日 

尿取りパッド（昼用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ ２枚／日 

尿取りパッド（夜用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ ３枚／日 

プラン③ 

分類 サイズ 使用目安 

アウター Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ １枚／日 

尿取りパッド（昼用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ 
１枚／日 

尿取りパッド（夜用） Ｓ/Ｍ/Ｌ/Ｌ～ＬＬ 
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②  おむつ等用品 

おむつのメーカーは参考であり、指定するものではない。ただし、性能は過去２

年の実績のものの同等かそれ以上のものとする。なお、当院で使用実績のないメ

ーカーを提案する場合は、事前にデモを行い、運用に問題ない場合は変更可能と

する。変更の提案は平成３０年１０月９日までとし、デモ期間を平成３０年１０

月中旬から１０月下旬までの１週間程度とする。 

 

平成２９年度おむつ 内容・単価一覧 

院内呼称 商品名及び規格 メーカー名 
販売価 

（税抜） 

①リハビリパンツＳ ライフリーリハビリパンツレギュラー Ｓ ユニチャーム ３５円 

②リハビリパンツＭ ライフリーリハビリパンツレギュラー Ｍ ユニチャーム ３８円 

③リハビリパンツＬ ライフリーリハビリパンツレギュラー Ｌ ユニチャーム ４２円 

④リハビリパンツＬＬ ライフリーリハビリパンツレギュラー ＬL ユニチャーム ４７円 

⑤おむつカバーＳ ライフリー横モレ安心テープ止め Ｓ ユニチャーム ４２円 

⑥おむつカバーＭ ライフリー横モレ安心テープ止め Ｍ ユニチャーム ４６円 

⑦おむつカバーＬ ライフリー横モレ安心テープ止め Ｌ ユニチャーム ５４円 

⑧おむつカバーＬＬ いちばんすっきり軽快フィット伸縮テープ止め Ｌ ユニチャーム ５３円 

⑨おむつカバー３Ｌ ライフリー横モレ安心テープ止め ＬＬ ユニチャーム ５４円 

⑩尿取りパッド ライフリー長時間安心さらさらパッド ユニチャーム １８円 

⑪尿取りパッドＭ ライフリー尿とりパッドスーパー女性用 ユニチャーム ７円 

⑫尿取りパッドＬ ライフリー一晩安心さらさらパッドウルトラ  ユニチャーム ２１円 

⑬フラットシーツ ライフリーフラットタイプレギュラー ユニチャーム １６円 

平成３０年度おむつ 内容・単価一覧 

院内呼称 商品名及び規格 メーカー名 
販売価 

（税抜） 

①リハビリパンツＳ エルモア いちばんパンツ ライト Ｓ カミ商事 ３５円 

②リハビリパンツＭ エルモア いちばんパンツ ライト Ｍ～Ｌ カミ商事 ３８円 

③リハビリパンツＬ エルモア いちばんパンツ ライト Ｌ～ＬＬ カミ商事 ４２円 

④リハビリパンツＬＬ エルモア いちばんパンツ ライト Ｌ～ＬＬ カミ商事 ４２円 

⑤おむつカバーＳ ＳＵＰＥＲいちばん幅広簡単テープ止め Ｓ カミ商事 ４２円 

⑥おむつカバーＭ ＳＵＰＥＲいちばん幅広簡単テープ止め細めの Ｍ カミ商事 ４４円 

⑦おむつカバーＬ ＳＵＰＥＲいちばん幅広簡単テープ止め Ｍ カミ商事 ４６円 

⑧おむつカバーＬＬ ＳＵＰＥＲいちばんすっきり軽快フィット伸縮テー

プ止め Ｌ 

カミ商事 
５４円 

⑨おむつカバー３Ｌ ＳＵＰＥＲいちばん幅広簡単テープ止め Ｌ カミ商事 ５４円 

⑩尿取りパッド いちばん 尿取りスーパー カミ商事 ７円 

⑪尿取りパッドＭ いちばん スーパーワイドパッド カミ商事 １８円 

⑫尿取りパッドＬ いちばん ビックパッド カミ商事 ２１円 

⑬フラットシーツ いちばん フラットタイプ カミ商事 １５円 
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（４）納品体制・在庫管理 

①  おむつ等の納品は当院の就業時間内とし、汚染・破損等のおむつセットを利用者

へ提供することがないように留意すること。 

②  搬入は当院指定の搬入口を利用すること。 

③  各階に必要な倉庫は、現在運用中の場所を当院より提供する。 

④  各物品納品時の車両駐車場は、当院担当職員が指定する場所とすること。 

（５）衛生管理 

おむつセットの運用にあたり、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を 

遵守するとともに、施設物件の整理整頓に努め、衛生管理については万全を期すこ 

と。業務従事者に対しては、定期的に健康診断を実施するとともに院内感染対策を 

講ずること。なお、これらの措置に関する費用は運営事業者の負担とする。また、

関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅延なく手続き等を行うこと。 

（６）損害賠償 

   物品類の紛失、取扱上の過失による損害、その他運営事業者の責により生じた商品

の損害については、当院はその責を負わないこと。また、利用者が使用する物品等

に関わる事故及び利用者の個人情報流出等に備え、運営事業者は生産物及び情報漏

えいに関する損害賠償保険に加入することとする。 

（７）原状回復 

   契約終了時には、運営事業者は契約当初の施設状態に回復すること。また、それに

係る費用は運営事業者の負担とする。 

（８）その他条件 

①  衛生、安全、労務管理等については、関係法令を遵守すること。また、これらにお

いて発生した問題等については、運営事業者が責任を持って対処すること。 

②  苦情等については、運営事業者が責任をもって適切に対応すること。また、利用

者の意見の反映は積極的に行うこととし、患者サービスには常に徹すること。な

お、運営事業者は利用者からの問い合わせに対しても、誠意を持って対応可能で

あること。 

③  本事業により知り得た病院の業務上の秘密及び個人情報について、その保持に十

分留意し、漏洩防止の責任を負うものとする。 

④  年１回本事業の決算報告書を提出すること。 

 

７ 提出書類 

各２部ずつ提出すること。 

（１）おむつセット運営事業 応募申込書（様式１） 

（２）会社概要 

（３）会社案内（パンフレット等、作成している場合のみ） 

（４）企画提案書（Ａ４、形式自由、詳細は評価表を参照すること） 

《記載事項》 

① 物品供給体制 

② 利用者の報告・確認体制 

③ 各種問合せ対応 

④ 利用者への請求及び支払方法 
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⑤ 災害時等の供給体制 

⑥ おむつセット料金 

⑦ 売上に対する手数料（％） 

⑧ 過去２年間の経営状況 

⑨ 医療機関における導入実績 

※⑥、⑦の提案金額は税抜金額で記載すること。 

（５）法人登録簿の謄本（提出日前３ヶ月以内発行のもの、法人のみ） 

（６）納税証明書 

（７）誓約書（様式２） 

 

８ 書類提出先 

〒８６７－００４１ 

熊本県水俣市天神町１丁目２番１号 

国保水俣市立総合医療センター 

事務部 総務課 管財係 おむつセット契約担当 宛 

ＴＥＬ：０９６６―６３―２１０１（内線１７１） 

 

９ 提出期限 

郵送または持参のうえ、下記日程までに提出すること。 

（１）応募申込書、会社概要、会社案内、個人情報保護に関する社内規程 

   平成３０年１０月５日（金）１７時まで 

郵送の場合には消印有効 

（２）企画提案書 

   平成３０年１１月２日（金）１７時まで 

郵送の場合には当日必着 

 

１０ 質問事項について 

募集要項や配布資料に関する質問については、当院指定様式３によりＦＡＸもしくはメー

ルにて送付すること。 

・ＦＡＸ送信先 

 ０９６６―６２－３８２６ 

・メール送信先 

minamata-sic05@cc.wakwak.com 

受付期間 平成３０年９月１５日から平成３０年１０月１９日まで 

※土・日、祝日を除く 

 

１１ 今後のスケジュール 

平成３０年 ９月１５日 公募開始（市報、当院並びに水俣市Ｗｅｂページ上） 

 

平成３０年１０月 ５日 公募締切（郵送については当日消印有効） 

 

平成３０年１０月 ９日 おむつメーカーデモ申込締切  
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（デモ実施期間：平成３０年１０月中旬から平成３０年１０月下旬まで）  

 

平成３０年１１月 ２日 企画提案書提出締切 

 

平成３０年１１月 下旬 申込運営事業者によるプレゼンテーション 

 

平成３０年１２月 中旬 契約 

 

平成３１年 ４月 １日 おむつセット運用開始（予定） 

 

１２ 備考 

（１）本事業への応募にかかり、知り得た当院の情報は第三者に漏らさないこと。 

（２）提出書類の作成および提出に関わる費用については、参加者の負担とする。 

（３）提出した書類については返却しない。 

（４）参加者は、当院が要請した場合には、追加資料の提出またはヒアリング等に応じる

こと。 

（５）その他、本要項に定めのない事項は、別途指示する。 


