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川崎病院コメディカル用白衣等供給業務明細書

１ 目的

本件は、川崎市立川崎病院（以下「川崎病院」という。）に勤務するコメディカルスタッフ等が、

着用する白衣等を供給し、定期的に洗濯を行うことにより、清潔かつ衛生的な病院の環境を保ち、

職員の士気を高め、もって川崎病院における患者サービスの向上に寄与することを目的とする。

２ 履行場所

川崎市川崎区新川通１２番地１ 川崎市立川崎病院

３ 期間

契約締結日から令和 6年 3月 31 日まで（リース開始 令和 2年 2月 1日より） 

４ 供給物件

（１）白衣は、コメディカルスタッフの勤務に支障をきたすことがないよう個人毎に必要枚数を定め、

１名につき１か月あたり 3～6着（上下１セットで 1着）を供給すること。 

（２）新規納入時は、別紙「川崎病院 コメディカル用白衣の規格表」の中から任意に選択した白衣

の裾上げを完了した状態で、令和 2年 1月 30 日までに納品すること。

（３）上記以外の納入は、別紙「川崎病院 コメディカル用白衣の規格表」の中から任意に選択した

白衣の裾上げを完了した状態で川崎市が指定した日までに納品すること。

５ 業務内容

（１）洗濯物の集配は週 3 回川崎市が指定する日の午前中とし、清潔物と不潔物は分離し配送を行
う。

（２）集配の場所は、川崎市の定めた場所とする。

（３）受注者は、川崎市の定めた病院内指定場所に、ランドリーバックを設置し、このランドリーバ

ッグにより着用された白衣等を回収及び搬出する。

（４）洗濯後の白衣は、川崎市の定めた場所に納品する。

（５）受注者は、医療法施行規則第 9条の 9により、洗濯に際して滅菌または消毒を行う。
（６）受け渡しの際、川崎市の責めによらず伝票上明らかに不足の場合は、受注者の責任において補

充する。

（７）白衣等の補修は、集配時に川崎市より指示し、次回配布時までに完了する。また、補修内容等

により配布が遅れる場合には、速やかに川崎市にその旨を報告する。

（８）退職者が出た場合は、当人分の枚数を受注者に返還し、当該被服のリース期間はその時点で終

了する。

（９）修理不可能な破損、著しい汚損及びサイズ変更があった場合は、川崎市と協議の上、受注者の

責任において交換する。

（10）川崎市の責めに帰する原因により、供給物等を紛失・焼失または著しく破損した場合は、川
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崎市の負担とする。但し、不可抗力による滅失または毀損の場合は、この限りではない。

６ 受注者の責務

（１）一般的注意事項

受注者は、業務を遂行するにあたって川崎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、供給物品の衛生管理や従業員の身だしなみ、言葉づかい

等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、業務遂行にあ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。

（３）守秘義務

受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、契約の解除及び満了後

においても同様とする。

（４）感染防止に関する衛生管理および防止対策

受注者は、業務を遂行する上で、発生し得ると判断された感染症等の防止には万全を期すもの

とし、業務従事者の定期健康診断を受注者の負担において行わなければならない。

また、業務を遂行する上で、川崎病院院内感染対策マニュアル等に準じた感染防止対策を講じ

て、保守点検作業を行うとともに、万が一業務従事者が感染症等に感染した場合には、川崎市の

指示に従い、当該業務従事者への処置及び他の者に感染することが無いよう、受注者の責務にお

いて感染症対策を迅速に講ずること。 

７ 報告書の提出及び確認

受注者は、速やかに当月の使用数量を明記した「業務完了届」を提出し、川崎市の確認を得るも

のとする。

８ 費用の算定及び請求

費用は納品日以後から発生するものとする。受注者は業務完了後、川崎市の指定する方法により

遅滞なく請求するものとする。請求額は、川崎病院が「病院局職種別定数表」等から、請求月初の

対象者人数を受注者に報告し、枚数セット（3～6 着）別に分けて１か月の単価を乗じた金額に、

消費税及び地方消費税額を加算した金額とする。

９ 受注者の変更による業務引継ぎ等への協力

  契約の解除または満了に伴い、受注者の変更が生じた場合は、川崎市の通常業務が行えるよ  

う、サイズおよび白衣の種類別の準備枚数等の情報を提供し、変更後の受注者が行う業務引継ぎ

または教育訓練等に協力しなければならない。

10 その他
本明細書に定めのない事項については、法令又は川崎市病院局契約規程によるほか、発注者と受

注者とで協議して定めるものとする。



川崎病院　コメディカル用白衣の規格表

対象 区分 メーカー 品番 色 サイズ

男性 長白衣（長袖） カゼン １１５－３０ ホワイト
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

女性 長白衣（長袖） カゼン １２５－３０ ホワイト
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

男女 上衣（ＫＣ型） ナガイレーベン ＲＦ－５０４２ ネイビー、バーガンディ
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

男性 上衣（ＫＣ型） ナガイレーベン ＫＥＳ－５１６７ ホワイト
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

女性 上衣（ＫＣ型） カゼン ０８４－２８ ホワイト
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

男女 上衣（スクラブ型） ナガイレーベン ＳＬ－５０９２
ネイビー、ロイヤルブ
ルー、ボルドー

S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

男女 上衣（スクラブ型） ナガイレーベン ＦＴ－４４９２
ネイビー、バーガンディ、
ピンク

S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

女性 上衣（スクラブ型） カゼン ９８１－１０ ホワイト
S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

男女 下衣 カゼン ８５５－４８ ネイビー
S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

男性 下衣 ナガイレーベン ＫＥＳ-５１６３ ホワイト
S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

女性 下衣 カゼン ８５０－４０ ホワイト
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

女性 マタニティー・上衣 ナガイレーベン ＲＦ－５１８７ ネイビー
M・L
他は病院と調整

女性 マタニティー・下衣 ナガイレーベン ＨＣＳ－２４８８ ネイビー
M・L
他は病院と調整

患者総合サポートセンター（医療福祉相談員）専用

対象 区分 メーカー 品番 色 サイズ

男女 上衣（スクラブ型） ナガイレーベン ＲＴ－５４０７ スカイブルー
S・M・L・LL・EL、
他は病院と調整

アレルギー用　綿１００％白衣

対象 区分 メーカー 品番 色 サイズ

男女
綿１００％
上衣

ホワイト
S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

男女
綿１００％
下衣

ホワイト
S・M・L・LL・BL、
他は病院と調整

１．川崎病院におけるコメディカル等白衣の規格は、次のとおりとする。なお、次の規格表は例示品であり、同等品も可とす
るが、同等品提案の際は、事前に川崎病院で商品の確認を受けること。

綿素材で特注、形状は上衣に順ずる

綿素材で特注、形状は上衣に順ずる



２．サイズ表示基準は、次のとおりとする。この基準は例示であり、提案するメーカー基準によるものとする。

　(1)女子基準サイズ一覧表〈ヌード寸法〉（単位ｃｍ）

S M L LL EL

胸囲 76～80 80～84 84～88 88～94 94～100

ヒップ 84～88 88～92 92～96 96～102 102～108

ウエスト 56～62 60～66 66～71 71～77 77～83

肩幅 36～38 37～39 38～40 40～42 42～44

身長 145～155 150～160 155～165 155～165 155～165

　(2)男子基準サイズ一覧表〈ヌード寸法〉（単位ｃｍ）

S M L LL BL

胸囲 84～88 88～92 92～96 96～102 102～114

ウエスト 69～73 74～78 79～83 84～88 89～95

肩幅 41～43 43～45 45～47 47～49 49～51

身長 160～170 165～175 170～180 170～185 170～180

　(3)男女兼用サイズ対応表

S-1 S M L LL

女性 S M L LL EL

男性 S M L LL


