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川崎病院リネン類等供給業務委託仕様書 

 
 この仕様書は、川崎市（以下「発注者」という。）が受注者（以下「受注者」という。）に

対して委託する川崎病院リネン類等供給業務の仕様を定めるものである。 

 
１ 業務の誠実な履行 

  受注者は、本業務を信義に従い、誠実かつ迅速に行うとともに、善良なる管理者の注意

をもって、履行するものとする。 

 
２ 目的 

  本件は、寝具、病衣、タオル等各種リネン類の供給業務と各種洗濯業務等について、専

門的な知識と技能を有する受注者にその供給、管理等を委託することにより、関係法令に

適合した適正なリネン類及び洗濯物を患者に提供するとともに、病院業務の円滑かつ効率

的な運営を確保し、もって川崎市立川崎病院（以下｢病院｣という。）における患者サービス

の一層の向上に寄与することを目的とする。 

  
３ 履行期間 

  平成３０年５月１日から平成３１年３月３１日まで 

 
４ 履行場所 

  川崎市川崎区新川通１２－１ 川崎市立川崎病院 

 
５ 委託業務内容 

委託業務内容は、次のとおりとし、その詳細は各委託業務の別紙「業務明細書」のとお

りとする。 

  ① 寝具等供給業務 

  ② 患者病衣、検査衣及び布製品の供給業務 

  ③ タオル供給業務 

  ④ 各種洗濯物業務 

  ⑤ ベッドセンター運営管理業務 

  ⑥ 補修室縫製等業務 

  ⑦ 総合中央リネンセンター運営管理業務 

  ⑧ ベッドメーキング業務 

 
６ 業務計画（案内）書の提出及び承認 

  受注者は、本業務の実施に当たって業務計画（案内）書・標準作業書を速やかに提出し、

発注者と協議を行い、その承認を受けるものとする。 
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７ 受注者の責務 

 (1) 一般注意事項 

   受注者は、業務を遂行するに当たって、病院が公的医療機関として市民に適切な医療

サービスを提供するものであることを認識し、接遇、従業員及び供給物品の衛生管理な

どに十分配慮しなければならない。 

 (2) 関係法令の遵守 

受注者は、業務遂行に当たり、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう

細心の注意を払わなければならない。 

また、医療法施行規則第９条の１４の基準に適合していることを要する。 

 (3) 秘密の保持及び第三者への提供の禁止 

  ア 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密及び個人情報を第三者に開示し、

又は漏えいしてはならない。また、あらかじめ発注者が書面により承諾した内容を除

いて、この契約の履行により知り得た情報を第三者に提供してはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

  イ 受注者は、この契約の履行に必要な業務に従事させる者に対して、前項の義務を遵

守させるために必要な措置を講じなければならない。 

  ウ 発注者は、第１号の規定に違反するおそれがある場合は、受注者に対し関係資料の

提出を求め、又は、発注者の職員をして履行場所等に立ち入らせ、文書その他の資料

を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。 

 (4) 個人情報の適正な維持管理 

  ア 受注者は、この契約の履行に当たり川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条

例第２６号）（以下「個人情報保護条例」という。）に規定する個人情報（以下この条

において「個人情報」という。）を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人

情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するための必要な措置を講ず

ることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。 

  イ 受注者は、この契約の履行に必要な業務を従事させる者に対して、個人情報保護条

例にある罰則規定を周知しなければならない。 

  ウ 受注者は、この業務に関する情報資産の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等

が生じ、又は生じた可能性があることを知ったときには、速やかに発注者に報告し、

その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても

同様とする。なお、その事故発生の理由にかかわらず、速やかにその状況、処置対策

等を書面により発注者に報告しなければならない。 

 (5) 業務従事中の制服等 

   受注者は、発注者と受注者との協議により定めた制服及び名札を業務従事者に着用さ

せなければならない。 

 (6) 総括責任者の選任 

受注者は、本業務を総括する責任者（以下｢総括責任者｣という。）を選任し、発注者に

経歴書及び資格を有する証明書等を届けなければならない。 

 



 3

 (7) 総括責任者の責務 

総括責任者は、業務遂行に際して、発注者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行

うと共に、業務従事者の指揮監督をするものとする。 

 (8) 業務従事者の指導教育 

受注者は、業務従事者に対して、業務を遂行する上で必要な教育研修を行い、発注者

にその研修結果報告書等を速やかに提出するものとする。 

 (9) 業務履行確実性の確保 

   受注者は、受注者の事情によって業務従事者の欠員が生じることのないように代替要

員の確保等必要な措置を講じるとともに、業務の円滑な遂行のために必要な体制を整え

なければならない。 

 (10) 消防訓練等への参加 

   受注者は、発注者が実施する消防訓練その他病院管理運営上必要な事業について、発

注者と協議を行い、積極的に参加しなければならない。 

 (11) 業務従事者の安全衛生管理 

   受注者は、受注者の責任において作業中の安全衛生の確保に努めるものとし、業務従

事者の健康管理を始め、院内感染防止等に万全を期するものとする。 

   なお、業務従事者の定期健康診断については、受注者の負担において行わなければな

らない。 

 (12) 受注者の変更に伴う業務引継ぎ等への協力 

契約期間の満了又は契約の解除に伴い受注者の変更が生じた場合には、受注者は発注

者が行う業務説明、変更後の受注者が行う業務引継ぎ又は教育訓練等に協力しなければ

ならない。 

 
８ 費用負担区分 

 (1) 受注者の負担 

   業務従事者の制服及び業務に見合った運搬車等及び移動式ワゴン等の器具・用具等は、

受注者の負担とする。 

 (2) 発注者の負担 

   リネン室等業務に必要な業務場所等は、適正な手続を経て川崎市が提供するものとし、

これに必要な光熱水費も川崎市が負担する。 

 
９ 業務従事者の配置計画表等の提出 

  受注者は、業務従事者の毎月の配置計画表を、前月の２５日までに川崎市に提出するも

のとする。 

 
10 委託業務完了届の提出 

  受注者は、当月の業務終了後、速やかに委託業務完了届を提出し、川崎市の確認を得る

ものとする。 
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11  委託料の算定及び請求 

  受注者は、前項の完了届の確認を受けた後、当月の実績数量にそれぞれの契約単価を乗

じて得た金額及び定められた金額の合計に、消費税及び地方消費税額を加算して委託料を

算定し、発注者の指定する方法により速やかに請求するものとする｡ 

 

12 代行保証 

受注者は、労働争議、天災地変その他の事情によって、業務が遂行できなくなった場合

には、業務代行保証に関する細則に基づき、一般社団法人日本病院寝具協会等に業務を代

行させるものとする。 

 
13 その他 

 (1) 疑義が生じた場合及び定めのない事項については、その都度発注者と受注者双方が協

議の上、定める。 

 (2) 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者

の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。 
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① 寝具等供給業務明細書 

 
１ 受注者は、次の寝具を適正かつ衛生的な状態に保ち、発注者の指定する数量を、発注者

の指定する箇所に供給するものとする。 

 (1) 外来患者及び入院患者等に提供する寝具（以下｢患者寝具｣という。） 

 (2) 当直職員及び夜勤看護職員等の病院職員が使用する寝具（以下｢当直寝具｣という。） 

 (3) 入院患者の付添者が使用する寝具（以下「付添寝具」という。） 

なお、付添看護については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの

取扱いについて」（平成２８年３月４日保医発０３０４第１号厚生労働省保険局医療課長

通知）別添２の第２の４（６）アただし書きの適用を受けるものをいう。 

 (4) 院内保育室を利用する乳幼児が使用する寝具（以下「保育室寝具」という。） 

２ 患者寝具の品目及び規格等は、別表１のとおりとし、外来患者使用箇所及び組数は別表

２のとおりとする。ただし、別表２については年度途中で変更することもある。 

３ 当直寝具の品目及び規格等は、別表３のとおりとし、当直寝具使用箇所及び組数は別表

４のとおりとする。ただし、別表４については年度途中で変更することもある。 

４ 付添寝具の品目及び規格等は、別表５のとおりとするが、年度途中で変更することもあ

る。 

５ 保育室寝具の品目及び規格等は、別表６のとおりとするが、年度途中で変更することも

ある。 

６ 患者寝具、当直寝具、付添寝具及び保育室寝具１組当たりの内訳は、季節及び患者等の

病状などに応じて変動するため、発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

７ 受注者は、外来患者に提供する寝具（別表２）のシーツ交換については、月曜日から金

曜日の毎日交換とし、当直寝具のシーツ交換については、別表４のシーツ交換頻度とする。

カバー類は週１回交換とし、交換日や時間については、発注者と受注者とが協議の上、決

定する。 

また、枕カバー・シーツ・包布等の予備を室内に用意し、汚れたときは当直室利用者自

身が枕カバー・シーツ・包布等を交換できるようにする。 

８ 受注者は、患者寝具の予備を病院の中央リネンセンターに、発注者が別途指示する数量

の在庫を確保しなければならない。 

また、各病棟のリネン棚には、次の品目に応じて数量の在庫を常に確保しなければなら

ない。ただし、品目に応じた数量以上を必要とする場合には、発注者と受注者とが協議の

上、在庫の数量を変更することができる。 

 (1) 寝具      ３組 

 (2) 敷布     １０枚 

 (3) 包布     ２０枚 

 (4) 枕カバー   １０枚 

 (5) 防水シーツ  ２０枚 

９ 受注者は、受注者の管理する洗濯施設において、寝具を洗濯、補修及び仕立て直し又は

新替等を行い、常に適正な寝具を発注者に供給するものとする。 
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10 洗濯等の時期は、敷布、包布、枕カバー及び防水シーツについては週１回の定期交換と

し、布団、毛布及び枕については患者が退院したときに洗濯するものとする。ただし、汚

染等により、発注者が臨時的に洗濯及び交換の必要を認めた場合は、受注者は速やかに対

応するものとする。 

  また、受注者は、当直室寝具を常に清潔な状態に保つこととする。 

11 受注者は、「病院、診療所の業務委託について」（平成５年２月１５日指第１４号厚生省

健康政策局指導課長通知）別添１に定める衛生基準に従って洗濯を行わなければならない。 

12 受注者は、受注者の管理する洗濯補修設備について、適正な運営管理を行わなければな

らない。 

13 発注者は、感染の危険性がある寝具類（１類感染症等の病原体により汚染されているも

のを除く。）については、発注者が供給するプラスチック袋に入れて密封し、受注者所有の

密封可能なランドリーバック等に入れて引き渡すものとする。 

14 その他業務遂行上の注意事項 

 (1) 空床ベッドについても入院予定数をセットし、汚れを防ぐためのベッドカバーを用意

するものとする。 

 (2) 包布の入口は、中央ひも２本以上とする。 

 (3) 防水シーツは、シーツの汚染を防ぐために使用する。 
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別表１ 

患者寝具の品目及び規格 

品   目 規               格 

ベッドパット 

（抗菌防臭加工）

大人用 １００×２００cm   小児用  ９０×１５０cm 

乳児用  ６２×１２０cm   未熟児用 ４０× ７５cm 

側地／綿３５％、ポリエステル６５％  ＊カラー／ホワイト等 

中綿／ポリエステル１００％（大人用 １．２K 入） 

カネボウ抗菌防臭寝具シリーズ「ベッドパット」又は同等品クラス以上の品物 

掛布団 

（抗菌防臭加工）

大人用 １４０×２００cm   小児用 １３０×１５０cm 

乳児用  ８５×１１５cm   ＊カラー／ホワイト等 

側地／ポリエステル８０％、綿２０％（ダウンルーフ加工） 

中綿／ポリエステル１００％（大人用 １．３K 入） 

カネボウ抗菌防臭寝具シリーズ「掛布団」又は同等品クラス以上の品物 

薄掛布団 

（抗菌防臭加工）

大人用 １４０×２００cm   小児用 １３０×１５０cm 

乳児用  ８５×１１５cm   ＊カラー／ホワイト等 

側地／ポリエステル６５％、綿３５％（ダウンルーフ加工） 

中綿／ポリエステル１００％（大人用 ０．５K 入） 

カネボウ抗菌防臭寝具シリーズ「毛布」又は同等品クラス以上の品物 

枕 

（抗菌防臭加工）

大人用  ３５×４５cm    小児用  ２６×４０cm   

側地／綿７０％、ポリエステル３０％  ＊カラー／ホワイト等 

中／抗菌パイプチップ（大人用 １．０K 入） 

包布 

（抗菌防臭加工）

サイズは各布団に合わせる    ＊カラー／白以外の癒し系の色 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

シーツ 

（抗菌防臭加工）

大人用 １６０×２８５cm   小児用 １６０×２３０cm 

＊カラー／ホワイト以外の癒し系の色 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

枕カバー 

（抗菌防臭加工）

サイズは枕に合わせる 

＊カラー／ホワイト以外の癒し系の色 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

防水シーツ 

（抗菌防臭加工）

W コーティングシーツ      ＊カラー／ホワイト等 

９０×１４５cm 

表／綿５０％、ポリエステル５０％ 

中／ウレタンフィルム 

裏／ポリエステル１００％ 

ニットクメディカル商品「W コーティングシーツ」又は同等品クラス以上の品物

※ 色柄等は病室に沿うものから、発注者と受注者とが協議の上で決定する。 

※ 基準寝具としての条件は、安全性、保温性及び吸湿・放湿性があり、清潔で寝心地が良

く取り扱いやすいこと。 
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別表２ 

外来患者に提供する寝具内訳表 

使 用 箇 所 組 数 シーツ交換頻度 

１階 内科１・外科４・脳神経外科１ ６ 平日 

２階 耳鼻科２・精神科１・放射線科リカバリー室１ ４ 平日 

３階 泌尿器科１・産婦人科３・内視鏡室２ 

外来治療センター１・リハビリテーション科２ 
９ 平日 

１４階 透析室５ ５ 平日 

合計 ２４  

 

 

 

使用実数の算定基礎表 

項 目 数 量 実績数量算定基礎 

入院患者分 

当月の入院患

者延数から退

院患者数を控

除した数量 

延べ患者数（月間） 

外来患者分 ２４ （当月日数－土、日、祝日の数）× ２４（数量） 
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別表３ 

当直寝具の品目及び規格 

品   目 規               格 

敷布団 

９５×１９５cm    ＊カラー／ホワイト等 

側地／綿１００％ 

中綿／木綿わた６K 入 

掛布団 

（抗菌防臭加工）

１４０×２００cm   ＊カラー／ホワイト等 

側地／ポリエステル８０％、綿２０％（ダウンルーフ加工） 

中綿／ポリエステル１００％（１．３K 入） 

カネボウ抗菌防臭寝具シリーズ「掛布団」又は同等品クラス以上の品物 

薄掛布団 

（抗菌防臭加工）

１４０×２００cm   ＊カラー／ホワイト等 

側地／ポリエステル６５％、綿３５％（ダウンルーフ加工） 

中綿／ポリエステル１００％（０．５K 入） 

カネボウ抗菌防臭寝具シリーズ「毛布」又は同等品クラス以上の品物 

枕 

２８×４５cm     ＊カラー／ホワイト等 

側地／綿７０％、ポリエステル３０％  又はメッシュ 

中／抗菌パイプチップ（１．０K 入） 

包布 
サイズは各布団に合わせる  ＊カラー／ブルー又はピンク 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

シーツ 
１６０×２８５cm   ＊カラー／ブルー又はピンク 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

枕カバー 
サイズは枕に合わせる  ＊カラー／ブルー又はピンク 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

※ 色柄等は発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

※ 基準寝具としての条件は、安全性、保温性及び吸湿・放湿性があり、清潔で寝心地が良

く取り扱いやすいこと。 



 10

別表４ 

当直寝具内訳表 

使 用 箇 所 組 数 シーツ交換頻度 

医師当直室（外来３階 １号室～１３号室） ２０ 平日、土曜 

医師当直室（５階ＩＣＵ） ３ 平日、土曜 

医師当直室（８階北病棟） １ 平日、土曜 

医師当直室（８階ＮＩＣＵ） １ 平日、土曜 

医師当直室（９階救命救急センター ９０７・９０８号室） ３ 平日、土曜 

放射線診断科当直室（２階） １ 平日、土曜 

検査科当直室（４階） １ 平日、土曜 

医療相談員当直室（７階） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（５階ＩＣＵ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（８階ＮＩＣＵ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（８階小児科病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（８階Ｎ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１０階Ｎ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１０階Ｓ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１１階Ｎ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１１階Ｎ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１１階Ｓ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１１階Ｓ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１２階Ｎ病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１２階Ｓ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１２階Ｓ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１３階Ｎ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１３階Ｎ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１３階Ｓ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１３階Ｓ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１４階Ｎ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１４階Ｎ男子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１４階Ｓ女子病棟内） １ 平日、土曜 

看護師仮眠室（１４階Ｓ男子病棟内） １ 平日、土曜 

医師当直室（４階医局 応接コーナー） ２ 平日 

医師当直室（４階医局 ４号室） ２ 平日 

薬剤部仮眠室（１階） ２ 平日 

技師仮眠室（京浜交通本社ビル ４０８号室） １ 平日 

看護師仮眠室（京浜交通本社ビル ３階～５階） １９ 平日 

看護師仮眠室（９階Ｓ病棟内） １ 平日 
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看護師仮眠室（１０階病棟内） １ 平日 

看護師仮眠室（１２階病棟内） １ 平日 

保育室（夜間保育用） ２ 随時 

合計 ８３  

 
備考 １ 当直室とは、病院内において川崎市病院局庁舎管理規程（平成１７年３月３１日

病院局規程第１２号）第３条に定める庁舎管理者（以下「庁舎管理者」という。）が

指定する場所とし、必要な組数は発注者が別に通知する数量とする。 

２ 仮眠室とは、病院内又は京浜交通株式会社（川崎市川崎区境町５番２号）内にお

いて発注者が占有し、庁舎管理者が指定する場所とし、必要な組数は発注者が別に

通知する数量とする。 

３ 当直寝具交換の業務実施日の欄中随時とあるのは、別に業務を依頼することを示

し、発注者が別に定める当直寝具交換の作業実施依頼票により依頼することとし、

受注者は作業完了後、別に定める作業報告書を発注者に提出することとする。 

 

 

 

使用実数の算定基礎表 

項 目 数 量 実績数量算定基礎 

宿直分 

（仮眠室を含む。）
８３ 当月日数×８３（数量） 
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別表５ 

付添寝具の品目及び規格 

品   目 規               格 

簡易ベッド 
６０×１８０cm 

鉄製 ３脚付 

敷布団 

７０×１７５cm   ＊カラー／濃いブルー又は柄物 

側地／綿１００％ 

中綿／木綿わた５kg 入 

毛布（冬） 
１４０×１８０cm  ＊カラー／茶系無地 

アクリル製 

薄掛布団（夏） 

１４０×２００cm  ＊カラー／ホワイト 

側地／ポリエステル１００％（０．５％入） 

中地／ポリエステル８０％、綿２０％ 

枕 

３５×４５cm    ＊カラー／ホワイト 

側地／綿７０％、ポリエステル３０％ 

網状 抗菌パイチップ入 

シーツ 
１６０×２８０cm  ＊カラー／ホワイト 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

包布 
１５０×２１０cm  ＊カラー／花柄 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

枕カバー 
４０×８０cm    ＊カラー／ホワイト 

綿７０％、ポリエステル３０％ 

※ 色柄等は病室に沿うものから、発注者と受注者とが協議の上で決定する。 

※ 基準寝具としての条件は、安全性、保温性及び吸湿・放湿性があり、清潔で寝心地が良

く取り扱いやすいこと。 

 

 
使用実数の算定基礎表 

項 目 数 量 実績数量算定基礎 

付添寝具分 ― 延べ小児科ベッド貸与数（月間） 
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別表６ 

保育室寝具の品目及び規格 

品   目 規               格 
敷布団 

（抗菌防臭加工）
小児用 ７３×１２３cm 

掛布団 

（抗菌防臭加工）
小児・乳児兼用 ８５×１１５cm 

薄掛布団 

（抗菌防臭加工）
小児・乳児兼用 ８５×１１５cm 

シーツ 

（抗菌防臭加工）

小児用 ７３×１２５cm  横開き袋シーツ 

＊カラー／ピンク色 

掛カバー 
小児・乳児兼用 ９０×１２０cm 

＊カラー／ピンク色 

※ 色柄等は発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

※ 基準寝具としての条件は、安全性、保温性及び吸湿・放湿性があり、清潔で寝心地が良

く取り扱いやすいこと。 

 

 

 
使用実数の算定基礎表 

項 目 数 量 実績数量算定基礎 

保育室寝具分 ― 延べ保育室利用者数（月間） 
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② 患者病衣、検査衣及び布製品の供給業務明細書 

 
１ 受注者は、次の病衣等を適正かつ衛生的な状態に保ち、発注者の指定する数量を、発注

者の指定する箇所に供給するものとする。 

 (1) 発注者が入院患者等に使用する患者病衣（以下｢病衣｣という。） 

 (2) 外来患者、入院患者等が検査等に使用する検査病衣（以下｢検査衣｣という。） 

 (3) 院内で医療業務に使用する一部布製品等（以下｢布製品｣という。） 

２ 病衣、検査衣及び布製品等の種類及び規格については、別表７、８のとおりとする。 

３ 受注者は、病衣、検査衣及び布製品等を病院の中央リネンセンターにて集中管理し、各

使用部署には、定数管理方式で供給を行う。供給場所には、定数と残存数の差を毎日補充

する。回収場所には、受注者所有の移動式ワゴン等及び密封可能なランドリーバック等を

配備し毎日回収を行う。 

  また、ワゴン等の台数については発注者と協議の上、決定する。 

さらに、各部署への配送スケジュールについては、発注者と協議の上、適宜設定及び変

更を行うものとする。 

４ 受注者は、受注者の管理する洗濯施設において、病衣、検査衣及び布製品等を洗濯、補

修及び仕立て直し又は新替等を行い、常に適正な病衣、検査衣及び布製品等を発注者に供

給するものとする。 

  また、受注者は、病衣、検査衣及び布製品等の在庫を的確に把握し、常に補充するもの

とする。 

５ 洗濯の時期は、夏期（７～９月）にあっては週３回以上、その他の時期にあっては週２

回以上とする。ただし、発注者が臨時的に洗濯及び交換の必要を認めた場合は、受注者は

速やかに対応するものとする。 

６ 受注者は、「病院、診療所の業務委託について」（平成５年２月１５日指第１４号厚生省

健康政策局指導課長通知）別添１に定める衛生基準に従って洗濯を行わなければならない。 

７ 受注者は、受注者の管理する洗濯補修設備について、適正な運営管理を行わなければな

らない。 

８ 発注者は、感染の危険性がある患者が使用した病衣、検査衣及び布製品等（１類感染症

等の病原体により汚染されているものを除く。）については、発注者が供給するプラスチッ

ク袋に密封し、受注者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ、受注者に引き渡すも

のとする。 

  また、一般患者が使用した病衣、検査衣及び布製品等についても、受注者は、それぞれ

の回収場所において密封して洗濯行程に入るまでの間、外界への汚染飛散を防がなければ

ならない。受注者は、自らの管理する洗濯工場にて、汚染物をその種別に応じて適切な方

法で消毒し、洗濯工程に移すものとする。 

９ 平成３０年度中（７月予定）に入院セットを導入する予定であり、導入後は入院患者に

対する病衣、検査衣については対象外とする。使用済みの物品の回収については、入院セ

ットの物品とは別に行うこと。 
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別表７ 

患者病衣、検査衣及び布製品の品目及び規格表 
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別表８ 

布製品の品目及び規格表 

品   目 規               格 

シーツ 
１８３×２８０cm  ＊カラー／白色 

綿１００％  のり無しプレス仕上げ 

特殊袋式シーツ 

イージープラス 

９０×２２０㎝（３０×３０㎝）  ＊カラー／白色 

表面／日清紡 T3701 晒 

表面（上下）／ポリエステルニット 

裏面（左右）／日清紡 T3701 晒 

のり無し仕上げ 

四角布（小） 
３０×３０cm    ＊カラー／グリーン、ピンク 

綿１００％  のり無しプレス仕上げ 

四角布（大） 
１２０×１００cm  ＊カラー／グリーン、ピンク 

綿１００％  のり無しプレス仕上げ 

新生児シーツ 
１１０×１０cm   ＊カラー／白色 

綿１００％  のり無しプレス仕上げ 

バスマット 

（タオル布） 

６０×４０cm 

のり無し仕上げ 

バスマット 

（ポリエステル）

６０×４０cm 

ポリエステル１００％  のり無し仕上げ 

便器カバー 
５０×５０cm    ＊カラー／ブルー 

のり無し仕上げ 

水枕カバー 
２８×４５cm    ＊カラー／白色  袋状 

綿１００％  のり無し仕上げ 

新生児衣料肌着 

（低出生体重児用）

２５００ｇ・３０００ｇ 

綿１００％  肩ボタン・股ボタンタイプ  モニターコード穴付き 

株式会社赤ちゃんの城「肩ボタン」又は同等品クラス以上の品物 

体位変換用枕 

株式会社ケープ「ロンボポジショニングクッション」又は同等品クラス以上の

品物 

４０×８０cm（ＲＦ２） 

４０×６０cm（ＲＦ４） 

６５×７５cm（ＲＭ１） 

３０×６５cm（ＲＭ４） 

＊色柄等は発注者と受注者とが協議の上、決定する。 
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③ タオル供給業務明細書 

 
１ 受注者は、発注者で使用するタオルを常に適正かつ衛生的な状態に保ち、発注者の指定

する数量を、発注者の指定する箇所に供給するものとする。 

２ 業務内容 

 (1) タオルの基本条件は「安全性、保温性及び吸湿・放湿性があるもの」「洗濯が可能で清

潔なもの」「軽くて使い心地が良く取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄等も含め発注

者と受注者とが協議の上、納入物を決めること。 

また、条件を満たさない場合には、現在、病院にて使用している品物（別表９）と同

程度か、それ以上の品物とし、発注者と受注者とが協議の上、決めること。 

 (2) 受注者は、タオルを病院の中央リネンセンターにて集中管理し、指定された各使用箇

所に、定数管理方式で供給を行う。供給場所には、定数と残存数の差を毎日補充及び回

収を行う。各部署への納品スケジュールについては、発注者と協議の上、適宜設定及び

変更を行うものとする。 

 (3) 乾タオル類は、月曜日から金曜日の毎日、湿タオル類は月曜日、水曜日、金曜日に病

院の中央リネンセンターに納品する。なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日は除く。ただし、１２月２９

日から１月３日の年末年始の業務については発注者と受注者が協議の上、決定する。 

 (4) 病院の中央リネンセンターに納品されたタオルは、月曜日から金曜日の毎日発注者が

指定した各病棟等に配送する。なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和

２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日分については、その前日までに必要

数を配送する。ただし、１２月２９日から１月３日の年末年始の業務については発注者

と受注者とが協議の上、決定する。 

 (5) 発注者は、使用済みタオルを受注者所有の密閉可能容器にそれぞれ投入する。 

 (6) 指定場所への納品は、発注者が立会いの上、受渡しを行う。 

３ 受注者は、「病院、診療所の業務委託について」（平成５年２月１５日指第１４号厚生省

健康政策局指導課長通知）別添１に定める衛生基準に従って洗濯を行わなければならない。 

４ 発注者は、感染の危険性がある患者が使用したタオル（１類感染症等の病原体により汚

染されているものを除く。）については、発注者が供給するプラスチック袋に密封し、受注

者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ、受注者に引き渡すものとする。 

また、一般患者が使用したタオルについても、受注者は、それぞれの回収場所において

密封し洗濯工程に入るまでの間、外界への汚染飛散を防がなければならない。受注者は、

自らの管理する洗濯工場にて、汚染物をその種別に応じて適切な方法で消毒し、洗濯工程

に移すものとする。 

５ 平成３０年度中（７月予定）に入院セットを導入する予定であり、導入後は入院患者に

対する病衣、検査衣については対象外とする。使用済みの物品の回収については、入院セ

ットの物品とは別に行うこと。 
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別表９ 

タオルの品目及び規格表 

品   目 規               格 

大タオル 
６３×１３０cm  ＊カラー／白、ブルー、ピンク 

綿１００％  ８００匁 

中タオル（乾・湿） 
３４×８３cm   ＊カラー／白、ブルー、ピンク 

綿１００％  ２００匁 

小タオル（乾・湿） 
２９×４１cm   ＊カラー／白 

綿１００％  ８０匁 

ドビー織りタオル 
７５×８０cm   ＊カラー／淡いクリーム 

綿１００％  ＊ドビー織りソフトなもの未熟児室使用 

※色柄等については、上記のうちから選定するものとし、納入方法は別途明示する。 
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④ 各種洗濯物業務明細書 

 
１ 受注者は、発注者が医療業務に使用した各種洗濯物（以下｢洗濯物｣という。）について受

注者の管理する施設において洗濯業務を行い、常に適正かつ衛生的な状態に保ち、発注者

の指定する数量を、発注者の指定する箇所に常に供給するものとする。 

２ 洗濯物は、別表１０のとおりとする。 

３ 受注者は、洗濯物の回収のために、受注者所有の移動式ワゴン等及び密封可能なランド

リーバック等を、別表１１の回収場所に配置する。発注者は、洗濯物を同容器に投入し、

受注者は、月曜日から金曜日の毎日巡回して同容器を入れ替えせずに密封し、搬送する。 

  また、搬送等する際には密封された状態を保つようにする。 

  なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日法律第１７８

号）に規定する休日は除く。ただし、１２月２９日から１月３日の年末年始の業務につい

ては発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

受注者は、業務終了後の洗濯物を病院の中央リネンセンターにて集中管理し、各使用部

署には、定数管理方式で供給を行う。供給場所には、定数と残存数の差を月曜日から金曜

日の毎日巡回して補充する。なお、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３

年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日は除く。ただし、１２月２９日から１月３

日の年末年始の業務については川崎市と受注者が協議の上、決定する。 

また、各部署への配送スケジュールについては、発注者と協議の上、適宜設定及び変更

を行うものとする。 

４ 受注者は、受注者の管理する洗濯施設において、洗濯物の洗濯及び補修等を行い、常に

適正な洗濯物を発注者に供給するものとする。 

５ 受注者は、「病院、診療所の業務委託について」（平成５年２月１５日指第１４号厚生省

健康政策局指導課長通知）別添１に定める衛生基準に従って洗濯を行わなければならない。 

６ 第３項の規定にかかわらず、別表１０中医師等派遣事業用として指定された被服につい

ては、業務の終了後直ちに所定の場所に納入するものとする。 

７ 発注者は、感染の危険性がある患者が使用した洗濯物（１類感染症等の病原体により汚

染されているものを除く。）については、発注者が供給するプラスチック袋に密封し、受注

者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ、受注者に引き渡すものとする。 

また、一般患者が使用した洗濯物についても、受注者は、それぞれの回収場所において

密封し洗濯工程に入るまでの間、外界への汚染飛散を防がなければならない。受注者は、

自らの管理する洗濯工場にて、汚染物をその種別に応じて適切な方法で消毒し、洗濯工程

に移すものとする。 
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別表１０ 

病院用リネン類及び洗濯物一覧 
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別表１１ 

病院用リネン類及び洗濯物集配場所 

 
１ 外来部門 

  １階 内  科  外  科  脳神経外科  救命救急センター 

２階 循環器科  整形外科  耳 鼻 科  眼  科  外来手術室 

     精 神 科  歯科・歯科口腔外科   採 血 室 

３階 泌尿器科  産婦人科  皮 膚 科  小 児 科  内視鏡室 

リハビリテーション科 

  
２ 病棟部門 

  ５階手術室       ５階 ICU・CCU 病棟             ５階中央器材室 

  ８階北病棟          ８階南病棟（小児科病棟）    ８階新生児科病棟 

  ９階北病棟       ９階南病棟 

 １０階北病棟       １０階南病棟 

 １１階北病棟       １１階南病棟 

 １２階北病棟       １２階南病棟 

 １３階北病棟     １３階南病棟 

 １４階北病棟    １４階南病棟 

 
３ 事務部門・コメディカル部門 

  １階 放射線科  調剤室  医療相談室 

  ２階 放射線科  検査科  薬品管理室 

  ３階 医師当直室 

  ４階 庶務課   検査科  看護部管理室  医局秘書室 

  ６階 ＭＥセンター 

 １５階  食養科 

 
４ その他 

  保育室（別棟） 

  看護師仮眠室（別棟） 
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⑤ ベッドセンター運営管理業務明細書 

  
１ 受注者は、発注者の所有するベッド洗浄機及びマットレス洗浄機を用いて、病院内のベ

ッド及びマットレスの洗浄及び供給業務を行うものとする。 

２ 業務内容 

 (1) 受注者は、ベッド及びマットレスを、発注者の指定する場所から回収し、洗浄を行っ

て、洗浄後のベッド及びマットレスを配送する。 

 (2) 受注者は、責任者として１名は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了

した者を配置し、ベッド及びマットレスの洗浄及び集配をする。 

 (3) 集配日は、月曜日から金曜日の毎日とし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日は除く。ただし、１２月２９

日から１月３日の年末年始の業務については発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

 (4) 洗濯回数は次のとおりとする。 

   ベッド    １日 発注者から指示された台数 

   マットレス  １日 発注者から指示された台数 

 (5) 指定場所への納品は、発注者の立会いの上、行う。 
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⑥ 補修室縫製等業務明細書 

 
１ 受注者は、発注者にて使用する白衣、シーツ等の補修、診療に使用する特殊な布製物品

の縫製及びこれらに付随する業務を行うものとする。 

２ 業務内容 

 (1) 発注者が使用する白衣、シーツ、タオル等の補修及び交換配送業務 

 (2) 診療に使用する特殊な布製物品の縫製業務 

 (3) 補修室を経由して行う布製診療材料等の管理業務 

 (4) 霊安室のシーツ等の維持管理業務 

３ 業務時間、業務量等は、別途明記の総合中央リネンセンター運営管理業務明細による。 
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⑦ 総合中央リネンセンター運営管理業務明細書 

 
１ 受注者は、病院の中央リネンセンターに業務量に応じた業務従事者を配置し、寝具、病

衣、タオル等の供給業務、洗濯物業務、ベッドセンターの運営及び補修室縫製業務等を一

括して管理運営し、各業務が円滑適正になるよう、業務を行うものとする。 

２ 配置すべき業務 

  総括責任者１名を置き、管理業務量に支障のない人員配置をするものとする（ベッドセ

ンターの運営管理業務及び補修室縫製業務含む。）。 

３ 業務時間 

  月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時までとし、土曜日、日曜日、国民の祝

日に関する法律（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日は除く。ただし、

１２月２９日から１月３日の年末年始の業務については発注者と受注者とが協議の上、決

定する。 

  また、当直寝具のシーツ交換については上記規定を除くものとし、履行期間中に土曜日、

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休

日にその他業務を行う必要が生じた場合は発注者と受注者とが協議の上、決定する。 

４ 業務内容 

 (1) 寝具、病衣、タオル、各種洗濯物等の院内における供給を行う（供給方法等は、各業

務明細書による。）。 

 (2) ベッドセンター運営管理業務及び補修室縫製業務の遂行（各業務明細書による。） 

 (3) 当直寝具、外来ベッド等の定期ベッドメーキング 

 (4) 退院患者の寝具の乾燥消毒 

 (5) 長期入院患者の寝具類の交換（月１回） 

５ 業務遂行上の注意事項 

 (1) 各物品の集配、ベッドメーキング等の作業は、総括責任者と発注者が協議を行い、計

画性をもって実施しなければならない。 

 (2) 緊急やむを得ない事情により、発注者が臨時的に集配、交換等の必要を認めた場合は、

総括責任者と病院の担当者が協議を行い、速やかに対応するものとする。 

６ 平成３０年度中（７月予定）に入院セットを導入する予定であり、導入後は入院患者に

対する病衣、検査衣については対象外とする。使用済みの物品の回収については、入院セ

ットの物品とは別に行うこと。 
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⑧ ベッドメーキング業務明細書 

 

１ 業務執行体制 

作業単位は２人以上を１組として編成し、３組以上を編成しなくてはならない。 

２ 業務実施時間 

この業務の実施時間は、毎日午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、次のい

ずれかに該当する日には原則実施を要しない。 

 (1) 土曜日及び日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）に規定する休日 

 (3) １２月２９日から１月３日までの日 

３ 実施場所等 

 この業務は定期的に毎週１回以上、５階及び８階から１４階までの各病棟において実施

し、その日程は発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。ただし、退院患者及び

緊急入院患者のベッドメーキングについては、毎日必要に応じて実施するものとする。 

４ 業務内容 

 この業務の内容は次に定めるところによる。ただし、ここに示されていないことであっ

ても、この業務の実施のために必要であると発注者が認めた事項については、委託代金の

範囲内で実施するものとする。 

 (1) 入院患者及び退院患者のベッドメーキング 

  ア シーツ及び枕カバー等の交換 

  イ 上掛け及び包布等の交換 

  ウ ラバー、横シーツ及びバスタオル等の交換 

 (2) 入院中の患者のベッドの清掃 

５ 業務履行上の注意点 

 (1) 作業対象となるベッドは、各病棟の責任者からあらかじめ指定するものとする。 

 (2) 使用済みのリネン等は、直ちに所定の回収袋に収納するものとし、感染性のおそれが

ある物及び血液が付着している物は、その他の物と区別するものとする。 

 (3) 作業中の安全確保を始め、資材の整理整頓に努め、患者の通行等に危険を及ぼしては

ならない。 

 (4) 業務の詳細に係る作業マニュアルを作成し、病院の承認を得るものとする。 

 (5) ベッドの清掃及び消毒は、発注者の指示に基づき行わなければならない。 

 (6) 業務の実施に当たっては、保健師助産師看護師法（昭和２３年７月３０日法律第２０

３号）、介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号）及びその他の関係法令を厳

守し、必要な免許等を有しない作業員が、患者に対する看護又は介護に類する行為を行

うことのないよう指導しなくてはならない。 



別表７

品　　　目

*各サイズが、畳んだ状態でも一目でわかるように目印をつける。
*色柄は、発注者と受注者とが協議の上決める。
*下記以外の規格を必要とする場合についても､発注者と受注者とが協議の上、決定する。

検査衣
(放射線科等） A B

M 100 55
L 110 60
LL 120 65

綿　60～70％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40～30％

甚平式衿有り A B
(一般男女別、 7S 35 32

小児用） 6S 40 35
5S 43 38
4S 48 45
3S 53 48
2S 58 53
S 63 56
M 69 59
L 73 62
LL 77 65

*7S～2Sはピンク EL 82 68
綿　60～70％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40～30％

ウエスト C D
7S 36～73 45 25
6S 40～80 48 28
5S 43～83 52 32
4S 46～86 57 37
3S 52～89 65 43
2S 55～95 75 50
S 58～105 85 55
M 63～115 88 60
L 73～125 93 65
LL 83～130 98 70
EL 93～140 98 73

綿　60～70％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40～30％

ガウン式衿有り A B
　(新生児、 ↑ 7S 53 32

術後患者等用） E 6S 60 35
↓ S 105 56

M 110 59
L 120 62
LL 130 65

ガウン式衿有り EL 135 68
（妊婦用） 綿　60～70％ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ40～30％

妊婦用 A B E
M 100 60 17
L 110 67 19
LL 120 73 21

綿　100％
*厚めの生地

15

*左腹部にポケットがあ
ること

*外側に2組及び内側に
1組の結び紐があること

↓

← B →

↑

*外側に１組及び内側
に１組結び紐があること

A

↑

D

↓ ↓

← B →
*S～ELは男女は色違
い

↑

C

*左腹部にポケットがあ
ること（7S～2Sには必要
なし） A

*外側に1組及び内側に
2組の結び紐があること

↓

↓

← B →

↑

患者病衣、検査衣及び布製品の品目及び規格表

規　　　　　　　　　　　　　　　格

↑

A



品　　　目

介護着
（介護用）

規　　　格

Ｓ　　身長=140～155cm、胸囲=80～88cm、ヒップ=82～90cm
Ｍ　　身長=150～165cm、胸囲=88～96cm、ヒップ=87～95cm
Ｌ　　身長=160～175cm、胸囲=96～104cm、ヒップ=92～100cm
ＬＬ　身長=170～180cm、胸囲=104～112cm、ヒップ=97～105cm
素材：厚手
綿　６８%、ポリエステル　32%

*　竹虎ヒューマンケア
株式会社「フドー ねま
き3型
商品番号　105462 」と
同等品であること。
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別表１０

品名 仕上げ方法 品名 仕上げ方法

1 回診衣 のり付けプレス仕上げ 26 手おおいカバー のり無し仕上げ

2 立衿型上衣 のり付けプレス仕上げ 27 クッションカバー類 のり無し仕上げ

3 白衣ズボン のり付けプレス仕上げ 28 ミトン のり無し仕上げ

4 白衣スカート のり付けプレス仕上げ 29 ひも のり無し仕上げ

5 枕カバー類（生地カツラギ等） のり無し仕上げ 30 おんぶ紐 のり無し仕上げ

6 診察台ベットカバー（生地カツラギ等） のり無し仕上げプレス 31 タオルケット のり無し仕上げ

7 衿布 のり無し仕上げプレス 32 小毛布 のり無し仕上げ

8 予防衣 のり付けプレス仕上げ 33 クッション類 のり無し仕上げ

9 毛布 のり無し仕上げ 34 ポジショニングマット のり無し仕上げ

10 電気毛布カバー のり無し仕上げプレス 35 手術上下衣（看） のり無し仕上げプレス

11 カーテン のり無し仕上げプレス 36 手術ガウン 規定のたたみ方・プレス仕上げ

12 エプロン のり付けプレス仕上げ 37 手術上下衣 規定のたたみ方・プレス仕上げ

13 包布 のり無し仕上げプレス 38 四角布（生地カツラギ等） 規定のたたみ方・プレス仕上げ

14 ベルト のり付けプレス仕上げ 39 手術室抑制帯 のり無し仕上げ

15 医務上衣 のり付けプレス仕上げ 40 手術室シート（生地カツラギ等） のり無し仕上げプレス

16 医務下衣 のり付けプレス仕上げ 41 救急医上下衣 規定のたたみ方・プレス仕上げ

17 四角布（生地カツラギ等） のり無し仕上げ 42 ナースマット のり無し仕上げ

18 患者衣 のり無し仕上げ 43 長袖シャツ（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

19 抑制衣 のり無し仕上げ 44 ズボン（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

20 抑制帯 のり無し仕上げ 45 帽子（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

21 カイザおくるみ のり無し仕上げ 46 ジャケット（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

22 タッチガード のり無し仕上げ 47 ベスト（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

23 ビリベット用服 のり無し仕上げ 48 防寒ズボン（医師等派遣事業用） プレス仕上げ

24 迷子ベスト のり無し仕上げ

25 氷嚢カバー のり無し仕上げ
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病院用リネン類及び洗濯物一覧


