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リネンセンター業務委託仕様書 

 

１ 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、ベッドメ

ーキング業務等について、専門的な知識と技能を有する受託者にその供給、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、もって川崎市立井田病院（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。 

２ 委託期間 

  令和 2年 4月 1 日から令和 5年 3月 31 日まで 

３ 履行場所 

  川崎市中原区井田２丁目２７番１号 川崎市立井田病院 

４ 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 タオル供給業務 

③ その他被服等供給業務 

④ ベッドセンター運営管理業務 

⑤ 補修室縫製等業務 

⑥ リネンセンター運営管理業務 

⑦ ベッドメーキング業務 

⑧ 保育室寝具乾燥業務 

５ 受託者の責務 

（１）関係法令に基づく注意事項 

受託者は、医療法施行規則等の関係法令に規定する洗濯業務を適正に行う能力

のある者の基準を満たしていること。また、医療法施行規則等の関係法令に基づ

く書類（業務案内書・標準作業書・業務従事者に対する研修内容等の資料等）及

び業務計画書(名簿・配置表等)を速やかに提出し、病院と協議を行い、その承認

を受けなければならない。なお、受託者は、作業の実施状況を記録し、医療関係

機関からの開示の求めに応じることができるよう、作業記録などの業務関係帳票

を備え、２年間保管しなければならない。 

（２）業務従事者の研修指導 

受託者は、従業員に対し医療法施行規則等の関係法令等に適した研修を実施しなけ

ればならない。また、研修実施後に具体的な研修内容等を記載した報告書を病院へ提

出しなければならない。 

（３）守秘義務 

受託者及び業務従事者は、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、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。 

（４）業務従事者の衛生管理 

受託者は、業務を遂行するに当たって、病院という施設の特殊性を考慮し、井

田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作業を行い、関

係法令等に基づく業務従事者の定期健康診断や職業感染に関する健康管理を受託

者の負担において行わなければならない。 

前述の定期健康診断等として、業務従事者全員への「年１回の胸部レントゲン
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検査」を実施しなければならない。定期健康診断の検査結果は、受託者が管理し、

川崎市に速やかに報告するものとする。 

受託者及び川崎市は、病院内や受託業務従事者間で発生した感染症等の情報を

相互に提供し、院内感染の拡大予防に努めなければならない。また、受託者は感

染対策等について、川崎市に相談できるものとする。 

なお、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

従事者への措置及び他の者に感染することがないよう、受託者の負担において感

染対策を迅速に講じなければならない。 

また、受託者はリネン類等に紛れて針が混入するなど針刺し事故の危険性があ

るため、井田病院感染対策マニュアル等に準じた感染防止対策を講じること。業

務従事者にも井田病院感染対策マニュアル等の内容についての十分な対策及び研

修を行わなければならない。 

万が一事故が起きた際には、感染対策室担当者へ報告を行い、指示に従うこと。 

（５）業務履行確実性の確保 

受託者は、受託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必要とな

る体制を整えなければならない。 

（６）総括責任者の選任及び責務 

受託者は、責任者（以下｢総括責任者｣という。）を選任し、川崎市に経歴書及び 

資格を有する証明書等を届けなければならない。 

また、総括責任者は、業務が円滑に行われるよう従事者に対する指導監督を行

うとともに、川崎市の担当者と常に連絡を密にし、必要な報告を随時行わなけれ

ばならない。 

（７）業務従事中の制服等 

受託者は、川崎市と受託者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。 

（８）消防訓練等への参加 

受託者は、業務を遂行するに当たって、川崎市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、川崎市と協議を行い、積極的に参加しなければ

ならない。 

（９）一般的注意事項 

受託者は、院内に入退室する際は別途、病院で定める「井田病院セキュリティ

カード運用基準」に従うものとする。また、病院は敷地内全面禁煙であることか

ら、敷地内の喫煙は禁止とする。 

受託者は、業務を遂行するに当たって、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、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ことを認識し、身だしなみ、言葉遣

い等に十分配慮しなければならない。 

６ 費用負担区分 

（１）受託者の負担 

業務従事者の制服及び名札、業務に見合った運搬車、移動式ワゴン等の器具・

用具・消耗品等は、受託者の負担とする。 

（２）川崎市の負担 

リネンセンター業務、ベッドメーキング業務等に必要な業務場所、休憩室及び

更衣室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
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川崎市が負担する。 

７ 委託業務完了届等の提出 

  受託者は、当月の業務終了後、速やかに委託業務完了届及び業務報告書を提出し、

川崎市の確認を得るものとする。  

８  委託料の算定及び請求 

受託者は、前事項の業務報告書の確認を受けた後、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、川崎市の指定する方法により速やかに請求するものとする。 

９  代行保証 

受託者は、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。  

10 業務の引継 

次期、この業務の受託者が変更になった場合は、業務を円滑に継続するため、次期

受託契約者と十分引き継ぎを行なうものとする。また、引き継ぎに要する一切の費用

は受託者の負担とする。 

11  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、双方協議の上定める。 

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

川崎市の責に帰すべき事由による場合には川崎市の負担とする。 

（３）受託者は、井田病院再編整備事業に伴う影響を鑑み、本契約事業を円滑に行うた

め、契約に定められた体制内において柔軟な対応を行うこと。 
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Ⅰ 寝具等供給業務明細書 

 

１ 受託者は、次の寝具を適正かつ衛生的な状態に保ち、川崎市の指定する数量を、川

崎市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。） 

２ 患者寝具の品目及び規格等は、別表１・２・３のとおりとする。 

３ 患者寝具の特別室においては、包布の柄を一般患者用とは別にする。 

４ 当直寝具の品目及び規格等は、別表４のとおりとし、当直寝具使用箇所及び組数は

別表５のとおりとする。ただし、別表５については年度途中で変更することもある。 

５ 患者寝具及び当直寝具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、川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

６ 医師当直室等（薬剤部・検査科・放射線科を含む）の、シーツ交換は月曜日から土

曜日の毎日交換とし、カバー類は週１回交換とする。交換日や時間については、川崎

市と受託者が協議の上、決定する。ただし、枕カバー・シーツ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、シーツ等交換できるようにする。 

７ 受託者は、患者寝具の予備を病院のリネンセンターに、川崎市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、各病棟のリネン室には、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、川崎市と受託者が協議の上、在庫の数量を変更することができる。 

① 寝具      ５組 

② 敷布     １０枚 

③ 包布      ５枚 （病棟は柄物）      

④ 枕カバー   １０枚                  

⑤ 横シーツ    ５枚 

⑥ 防水シーツ  ２０枚 

⑦ タオルケット  ５枚  

８ 受託者は、受託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

あるいは新替等を行い、常に適正な寝具を川崎市に供給するものとする。 

９ 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回とし、布

団、毛布及び枕については年１回以上とする。ただし、川崎市が臨時的に洗濯及び交

換の必要を認めた場合は、受託者は速やかに対応するものとする。 

10  受託者は、関係法令等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。 

11  受託者は、受託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。 

12 病毒感染の危険のある寝具類の取り扱い 

（１）川崎市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二

項から第五項までに規定する感染症の病原体により汚染されている恐れのある寝

具等であって、医療機関において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第二十九条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒が行なわれ

ていないものの洗濯を受託者に委託しない。 

（２）川崎市は、診療用放射性同位元素により汚染されている寝具等又は汚染されてい

る恐れのある寝具等の洗濯を受託者に委託しない。 

（３）前号までに規定する寝具等以外の寝具であって、病毒感染の危険のあるものの洗
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濯を川崎市が受託者に委託する場合には、やむを得ない場合を除き、これに係る消

毒は病院内の施設で行わなければならない。 

（４）川崎市は、例外的に消毒前の病毒感染の危険がある寝具等の洗濯を乙に委託する

ときは、他に感染する恐れのないよう川崎市が供給するプラスチック袋等に入れて

密封し、受託者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ引き渡すものとする。 

13  その他業務遂行上の注意事項 

（１）包布の入口は、脇ひも１本以上とする。 

（２）防水シーツは、シーツの汚染を防ぐために使用する。 

（３）横シーツも状況により継続して使用しても構わない。 
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別表１ ケアセンター   患者寝具の品目及び規格 

 

＊ 寝具の基本条件は「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」「軽くて寝心地がよく取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄等も含め川

崎市と受託者が協議の上、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、井田病院にて使用している品物と同程度か、それ以上の品物とし、川崎市と

受託者が協議の上、決めること。 

 

品目 参考（井田病院にて現在使用している品物の規格） 

ベッドパット 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １００×２００cm  

側地組成／綿３５％ ポリエステル ６５％ カラー／ホワイト 

糸番手／４５ｓ×４５ｓ １２０本×６６本 

中綿／ポリエステル１００％ ０．８ｋｇ入り 

多針ひょうたんキルト仕様 

薄掛け布団 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １４０×１９０cm 

側地組成／綿２０％ ポリエステル８０％ カラー／ベージュ 

中綿／合繊コンフォロフト１００％ ０．６ｋｇ入り 

枕 

(抗菌防臭加工)  

大人用 ３５×５０cm 

側地組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／４０ｓ×４０ｓ １３２本×７３本 

中身／ポリエステルパイマー 直径４．３φ約１．２ｋｇ 

包布 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １５５×２１０cm 

組成／綿７０％ ポリエステル３０％ カラー／柄物 

糸番手／２２．５ｓ×２２．５ｓ ６３本×６１本 

（中開き、中心紐付き） 

シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １８２×２９０cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

枕カバー 

(抗菌防臭加工) 

大人用 ４５×３８cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

タオルケット 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １４０×１９０cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 幻想柄 

糸番手／３０／２×３０／２×２０／１ 

（ジャガード織り幻想柄） 

横シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １１９×２００cm 

組成／綿１００％ カラー／きなり色 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ １０８本×５８本 

防水シーツ 

(抗菌防臭加工) 

３層式 ９０×１７０cm   

組成（表）、（裏）／ポリエステル１００％  

カラー／ブルー 
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別表２       外来・透析センター  患者寝具の品目及び規格 

 

＊ 寝具の基本条件は「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」「軽くて寝心地がよく取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄等も含め川

崎市と受託者が協議の上、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、井田病院にて使用している品物と同程度か、それ以上の品物とし、川崎市と

受託者が協議の上、決めること。 

 

品目 参考（井田病院にて現在使用している品物の規格） 

ベッドパット 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １００×２００cm  

側地組成／綿３５％ ポリエステル ６５％ カラー／ホワイト 

糸番手／４５ｓ×４５ｓ １２０本×６６本 

中綿／ポリエステル１００％ ０．８ｋｇ入り 

多針ひょうたんキルト仕様 

薄掛け布団 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １４０×１９０cm 

側地組成／綿２０％ ポリエステル８０％ カラー／ベージュ 

中綿／合繊コンフォロフト１００％ ０．６ｋｇ入り 

枕 

(抗菌防臭加工)  

大人用 ３５×５０cm 

側地組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／４０ｓ×４０ｓ １３２本×７３本 

中身／ポリエステルパイマー 直径４．３φ 約１．２ｋｇ 

包布 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １５５×２１０cm 

組成／綿７０％ ポリエステル３０％ カラー／柄物 

糸番手／２２．５ｓ×２２．５ｓ ６３本×６１本 

（中開き、中心紐付き） 

シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １８２×２９０cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

枕カバー 

(抗菌防臭加工) 

大人用 ４５×３８cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 
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別表３       一般用     患者寝具の品目及び規格 

 

＊ 寝具の基本条件は「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」「軽くて寝心地がよく取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄等も含め川

崎市と受託者が協議の上、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、井田病院にて使用している品物と同程度か、それ以上の品物とし、川崎市と

受託者が協議の上、決めること。 

 

品目 参考（井田病院にて現在使用している品物の規格） 

ベッドパット 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １００×２００cm  

側地組成／綿３５％ ポリエステル ６５％ カラー／ホワイト 

糸番手／４５ｓ×４５ｓ １２０本×６６本 

中綿／ポリエステル１００％ ０．８ｋｇ入り 

多針ひょうたんキルト仕様 

薄掛け布団 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １４０×１９０cm 

側地組成／綿２０％ ポリエステル８０％ カラー／ベージュ 

中綿／合繊コンフォロフト１００％ ０．６ｋｇ入り 

枕 

(抗菌防臭加工)  

大人用 ３５×５０cm 

側地組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／４０ｓ×４０ｓ １３２本×７３本 

中身／ポリエステルパイマー 直径４．３φ 約１．２ｋｇ 

包布 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １５５×２１０cm 

組成／綿７０％ ポリエステル３０％ カラー／ホワイト 

糸番手／２２．５ｓ×２２．５ｓ ６３本×６１本 

（中開き、中心紐付き） 

シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １８２×２９０cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

枕カバー 

(抗菌防臭加工) 

大人用 ４５×３８cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

横シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １１９×２００cm 

組成／綿１００％ カラー／きなり色 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ １０８本×５８本 

防水シーツ 

(抗菌防臭加工) 

３層式 ９０×１７０cm   

組成（表）、（裏）／ポリエステル１００％  

カラー／ブルー 
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別表４      当直 寝具の品目及び規格 

 

＊ 寝具の基本条件は「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」「軽くて寝心地がよく取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄等も含め川

崎市と受託者が協議の上、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、井田病院にて使用している品物と同程度か、それ以上の品物とし、川崎市と

受託者が協議の上、決めること。 

 

品目 参考（井田病院にて現在使用している品物の規格） 

敷布団 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １００×２０５cm  

側地組成／綿１００％ カラー／花柄レッド 

糸番手／４０ｓ×４０ｓ ８０本×１３０本 

中綿／綿１００％５．５ｋｇ入り 

（綿、手入れによる作成） 

薄掛け布団 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １４０×１９０cm 

側地組成／綿２０％ ポリエステル８０％ カラー／ベージュ 

中綿／合繊コンフォロフト１００％ ０．６ｋｇ入り 

枕 

(抗菌防臭加工)  

大人用 ３５×５０cm 

側地組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／４０ｓ×４０ｓ １３２本×７３本 

中身／ポリエステルパイマー 直径４．３φ 約１．２ｋｇ 

包布 

(抗菌防臭加工)  

大人用 １５５×２１０cm 

組成／綿７０％ ポリエステル３０％ カラー／ホワイト 

糸番手／２２．５ｓ×２２．５ｓ ６３本×６１本 

（中開き、中心紐付き） 

シーツ 

(抗菌防臭加工) 

大人用 １８２×２９０cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 

枕カバー 

(抗菌防臭加工) 

大人用 ４５×３８cm 

組成／綿１００％ カラー／ホワイト 

糸番手／２１ｓ×２１ｓ ６０本×６０本 
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別表５ 当直寝具内訳表 

当直寝具使用箇所等 組数 

医師当直室 内科系・外科系・研修医 

      緩和ケア病棟 

看護師仮眠室 （師長含む） 

薬剤師当直室 

検査科当直室 

放射線科当直室 

 

１４ 

２ 

１１ 

１ 

１ 

１ 

 

合   計 ３０ 

 

 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  延べ患者数（月間） 

宿直分（仮眠室含む） ３０ 当月日数×３０（数量） 

透析センター ２１ （当月日数－日曜日の数）×２１（数量） 

内視鏡センター分 ８ （当月日数－土、日、祝日の数）×８（数量） 

内科系外来分 ２０ （当月日数－土、日、祝日の数）×２０（数量） 

外科系外来分 １８ 当月日数×１８（数量） 

合計 ９７  
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Ⅱ タオル供給業務明細書 

 

１ 受託者は、川崎市で使用するタオルを常に正常かつ衛生的状態に保ち、川崎市の指 

 定する数量を、川崎市の指定する個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」「軽くて使い心地がよく取り扱いやすいもの」とし、商品の色柄

等も含め川崎市と受託者が協議の上、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、井田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、川崎市と受託者が協議の上、決めること。 

（２）受託者は、タオルを病院の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す

る。また、各部署への配送スケジュールについては、川崎市と協議の上、適宜、設

定及び変更を行うものとする 

（３）タオル類は月曜日、水曜日、金曜日に病院のリネンセンターに納品する。なお、 

  日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年第 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、川崎市と受託者が

協議の上、決定する。 

（４）病院のリネンセンターに納品されたタオルは、毎週月曜日、水曜日、金曜日に 

  別表９に規定する病棟に午前 10時までに配送する。なお、日曜日、国民の祝日に 

関する法律（昭和 23 年第 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、

川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

（５）川崎市は、使用済タオルを下用タオルとその他のタオル類に分類し、受託者所有

のそれぞれの密閉可能容器に投入する。また、タオルを廃棄する場合は、川崎市の

指示に従うこと。     

（６）指定場所への納入は、川崎市職員が立会いの上、受渡しを行う。 

３ 受託者は、関係法令等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 病毒感染の危険のあるタオルの取り扱い 

（１）川崎市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二

項から第五項までに規定する感染症の病原体により汚染されている恐れのあるタ

オルであって、医療機関において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第二十九条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒が行なわれ

ていないものの洗濯を受託者に委託しない。 

（２）川崎市は、診療用放射性同位元素により汚染されているタオル又は汚染されてい

る恐れのあるタオルの洗濯を受託者に委託しない。 

（３）前号までに規定するタオル以外のタオルであって、病毒感染の危険のあるものの

洗濯を川崎市が受託者に委託する場合には、やむを得ない場合を除き、これに係る

消毒は病院内の施設で行わなければならない。 

（４）川崎市は、例外的に消毒前の病毒感染の危険があるタオルの洗濯を乙に委託する

ときは、他に感染する恐れのないよう川崎市が供給するプラスチック袋等に入れて

密封し、受託者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ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、受託者は、それぞれの回収場所にお

いて密封し洗濯行程に入るまでの間、下界への汚染飛散を防がなければならない。

受託者は、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
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消毒し、洗濯工程に移すものとする。 
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別表６ 参考（井田病院にて現在使用している品物の規格等） 

１ タオルの品目及び規格表 

品  目 規  格 納 入 方 法 

フ ェ イ ス タ オ ル

（乾・湿） 

３５×８５ｃｍ 白  

綿 １００％ ２４０匁 

湿タオル１包１枚、乾燥タオル１枚 

各、１０包（枚）を１束として納入 

オシボリタオル ２９×４１ｃｍ 白  

綿 １００％ １００匁 

湿タオル１包１枚、乾燥タオル１枚 

各、１０包（枚）を１束として納入 

バスタオル ６５×１３５ｃｍ 白 

綿 １００％ １０００匁 

湿タオル１包１枚、乾燥タオル１枚 

各、１０包（枚）を１束として納入 

ポリタオル 

 

２６.５×２８ｃｍ 白  

レーヨン１００％ 

湿タオル１枚 

１００包（枚）を１束として納入 

ブランケット ７０×１３０ｃｍ ネイビ

ー ポリエステル １０

０％ 

必要な都度 

  （１匁＝３,７５ｇとし、湿タオルについては乾燥時の重量とする。） 

 

２ 納入場所 

  納入場所は次のとおりとする。 

（１） 病棟      （７）検査科     

（２） ＣＣＵ     （８）薬剤部     

（３） 手術室     （９）シャワー室    

（４） 外来                  

（５） 放射線科            

（６） リハビリ  

 

３ 供給業務の衛生管理 

  受託者は衛生管理に十分注意し、滅菌消毒にあたっては、次亜塩素酸等の 

 刺激臭の強いものを避け、可能な限り抗菌剤等の刺激臭の少ないものを使用 

 するように努めること。 
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Ⅲ その他被服等供給業務明細書 

 

１ 受託者は、川崎市が医療業務に使用したその他被服物等について受託者の管理する

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、川崎市の指定する

数量を、指定する箇所に供給するものとする。 

２ その他被服等の種類及び規格は、現在、井田病院にて使用している品物（別表 10）

と同程度か、それ以上の品物とし、商品の色柄や特殊加工等も含め川崎市と受託者が

協議の上、納入物を決めること。 

３ 受託者は、病院内にその他被服等の回収のために受託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、回収場所にそれらを配置する。川崎市は、その他

被服等を同容器に投入し、受託者は、月曜日から土曜日の毎日巡回して同容器を回収

し、搬出場所にて密封保管する。なお、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23

年第 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、川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

また、受託者は、業務終了後のその他被服等を病院のリネンセンターにて集中管理

し、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土曜

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

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、川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

また、各部署への配送スケジュール、回収場所、供給場所については、川崎市と協

議の上、適宜、設定及び変更を行うものとする。 

４ 受託者は、受託者の管理する洗濯施設において、その他被服等を洗濯及び補修等を

行い、常に適正なその他被服等を川崎市に供給するものとする。 

５ 受託者は、関係法令等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 病毒感染の危険のあるその他被服等の取り扱い 

（１）川崎市は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二

項から第五項までに規定する感染症の病原体により汚染されている恐れのあるそ

の他被服等であって、医療機関において感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律第二十九条の規定に基づいて定められた消毒方法による消毒が行

なわれていないものの洗濯を受託者に委託しない。 

（２）川崎市は、診療用放射性同位元素により汚染されているその他被服等又は汚染さ

れている恐れのあるその他被服等の洗濯を受託者に委託しない。 

（３）前号までに規定するその他被服等以外のその他被服等であって、病毒感染の危険

のあるものの洗濯を川崎市が受託者に委託する場合には、やむを得ない場合を除き、

これに係る消毒は病院内の施設で行わなければならない。 

（４）川崎市は、例外的に消毒前の病毒感染の危険があるその他被服等の洗濯を乙に委

託するときは、他に感染する恐れのないよう川崎市が供給するプラスチック袋等に

入れて密封し、受託者所有の密封可能なランドリーバック等に入れ、受託者に引き

渡すものとする。また、一般患者が使用したその他被服等についても、受託者は、

それぞれの回収場所で密封し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。受託者は、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７ 参考（井田病院にて現在使用しているその他被服等の規格） 

品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

回診衣 男性 Ｍ 着丈／105 胸囲／108 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

回診衣 男性 Ｌ 着丈／110 胸囲／112 生地／綿 100％ プレス仕上げ  25枚 一般関係 

回診衣 男性 ＬＬ 着丈／115 胸囲／120 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

ＫＣ型（ボタン式） 男性 Ｍ 着丈／75 胸囲／105 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

ＫＣ型（ボタン式） 男性 Ｌ 着丈／78 胸囲／110 生地／綿 100％ プレス仕上げ  45枚 一般関係 

ＫＣ型（ボタン式） 男性 ＬＬ 着丈／81 胸囲／115 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

ズボン 男性 ウエスト／76～95 股下／フリー 生地／綿 100％ プレス仕上げ  40枚 一般関係 

回診衣 女性 Ｍ 着丈／100 胸囲／101 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

回診衣 女性 Ｌ 着丈／105 胸囲／105 生地／綿 100％ プレス仕上げ  10枚 一般関係 

回診衣 女性 ＬＬ 着丈／110 胸囲／112 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

ＫＣ型 女性 Ｍ 着丈／67 胸囲／100 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

ＫＣ型 女性 Ｌ 着丈／70 胸囲／105 生地／綿 100％ プレス仕上げ  15枚 一般関係 

ＫＣ型 女性 Ｍ 着丈／73 胸囲／110 生地／綿 100％ プレス仕上げ  一般関係 

予防衣 Ｍ～ＬＬ 素材／ミーティーワイ ポリエステル 85％綿 15％ ７分袖 （1-4病棟用意） プレス仕上げ  15枚 一般関係 

立衿型（上）ファスナー式 女性 Ｍ 着丈／67 胸囲／100 生地／ポリエステル 90％綿 10％ プレス仕上げ  一般関係 

立衿型（上）ファスナー式 女性 Ｌ 着丈／70 胸囲／105 生地／ポリエステル 90％綿 10％ プレス仕上げ  10枚 一般関係 

立衿型（上）ファスナー式 女性 ＬＬ 着丈／73 胸囲／110 生地／ポリエステル 90％綿 10％ プレス仕上げ  一般関係 

立衿型（ズボン） 女性 ウエスト／61～85 股下／フリー 生地／ポリエステル 90％綿 10％ プレス仕上げ 10枚 一般関係 

スカート 女性 ウエスト／61～85 丈／58～62 生地／ポリエステル 90％綿 10％ ドライクリーニング 5枚 一般関係 

ガウン Ｍ 着丈／100 胸囲／110 ヒモ式 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／水色 ロールクリーニング  75枚 一般関係 

ガウン Ｌ 着丈／110 胸囲／120 ヒモ式 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／はだ色フチドリ茶 ロールクリーニング  30枚 一般関係 
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品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

ガウン Ｌ 着丈／110 胸囲／120 丸首 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／サックス ロールクリーニング  20枚 一般関係 

ガウン ＬＬ 着丈／110 胸囲／130 ヒモ式 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／はだ色フチドリ緑 ロールクリーニング 5枚 一般関係 

検査衣（ＭＲ） Ｍ 着丈／110 胸囲／110 ヒモ式 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／ベージュ茶シマフチドリ茶 ロールクリーニング  30枚 一般関係 

検査衣（ＭＲ） Ｌ 着丈／120 胸囲／120 ヒモ式 素材／ポリエステル 65％綿 35％ カラー／ベージュ青シマフチドリ青 ロールクリーニング  15枚 一般関係 

患者用つなぎ Ｍ 着丈／132 胸囲／111 丸首 素材／ポリエステル 50％綿 50％ のり付け無し    一般関係 

患者用つなぎ Ｌ 着丈／140 胸囲／120 丸首 素材／ポリエステル 50％綿 50％ のり付け無し  150枚 一般関係 

患者用つなぎ ＬＬ 着丈／153 胸囲／124 丸首 素材／ポリエステル 50％綿 50％ のり付け無し   一般関係 

シーツ 大 280×100 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白 綿 100％ ロールクリーニング  10枚 一般関係 

シーツ 中 178×65×22 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白 綿 100％ ロールクリーニング  10枚 一般関係 

枕カバー 大 60×90 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白 綿 100％ ロールクリーニング  20枚 一般関係 

枕カバー 中 60×44 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白 綿 100％ ロールクリーニング  20枚 一般関係 

枕カバー 小 18×20 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白 綿 100％ ロールクリーニング  40枚 一般関係 

小布 大 120×100 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白・青 綿 100％ ロールクリーニング    一般関係 

小布 中 80×53 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白・青 綿 100％ ロールクリーニング  10枚 一般関係 

小布 小 30×25 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／白・青 綿 100％ ロールクリーニング   一般関係 

大布 大 180×300 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／綿 100％ ロールクリーニング  一般関係 

大布 中 180×200 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／綿 100％ ロールクリーニング 5枚 一般関係 

大布 小 100×150 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／綿 100％ ロールクリーニング  一般関係 

タオルケット  140×190 ㎝ 綿 100％ パイル地 のり付け無し  5枚 一般関係 

氷枕カバー  28×45 ㎝（寸法は規定） 生地／白 綿 100％ プレス仕上げ  125枚 一般関係 
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品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

体交枕  65×75 ㎝（寸法は規定）素材／ポリエステル 50％綿 50％ のり付け無し  150枚 一般関係 

尿器カバー  28×35 ㎝ 生地／ブルー 綿・ポリエステル混紡 ロールクリーニング 50枚 一般関係 

便座カバー  45×45 ㎝ 生地／ブルー 綿・ポリエステル混紡 ロールクリーニング 50枚 一般関係 

携帯袋 大 40×40 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／緑・白・青 綿 100％ ロールクリーニング  一般関係 

携帯袋 中 26×27 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／緑・白・青 綿 100％ ロールクリーニング  10枚 一般関係 

携帯袋 大 16×19 ㎝（サイズは病棟に合わせる） 生地／緑・白・青 綿 100％ ロールクリーニング  一般関係 

ミトン フリー 素材／ナイロン 76％ ポリエステル 24％ のり付け無し 30枚 一般関係 

抑制帯 大 生地／白・綿 100％ 30×120・ヒモ付き、14×130・8本付 金具付 のり付け無し  30枚 一般関係 

抑制帯 小 ９×２７ 生地／綿 100％ 金具付 のり付け無し  40枚 一般関係 

紐（厚地）  5×250 生地／白 綿 100％ のり付け無し  5枚 一般関係 

前掛 Ｍ～ＬＬ 素材／ブロード エプロン プレス仕上げ  10枚 一般関係 

予防衣（厚地） Ｌ～ＬＬ シングル型のみ 色／ブルー他 生地／綿 10％ポリエステル 90% のり付け無し  35枚 手術室関係 

術衣(ガウン) Ｍ～ＬＬ ダブル型・シングル型 色／グリーン 生地／綿 10％ ポリエステル 90％ 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 5枚 手術室関係 

術衣(上衣) 男性 Ｍ 着丈／65 胸囲／108 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％ のり付け無し  30枚 手術室関係 

術衣(上衣) 男性 Ｌ 着丈／67 胸囲／112 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％ のり付け無し  50枚 手術室関係 

術衣(上衣) 男性 ＬＬ 着丈／69 胸囲／120 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％ のり付け無し 50枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 男性 Ｍ ヒップ／107 股下／69 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％ のり付け無し  30枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 男性 Ｌ ヒップ／113 股下／73 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％  のり付け無し  50枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 男性 ＬＬ ヒップ／119 股下／75 色／グリーン 生地／綿 35％ ポリエステル 65％  のり付け無し  50枚 手術室関係 
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品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

術衣(上衣) 女性 Ｓ  着丈／68 胸囲／96 素材／ポリエステル 90％キュプラ 10％ネイビー  プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 Ｍ  着丈／70 胸囲／103 素材／ポリエステル 90％キュプラ 10％ネイビー  プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 Ｌ  着丈／ 72 胸囲／ 110 素材／ポリエステル 90％キュプラ 10％ネイビー プレス仕上げ  20枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 ＬＬ  着丈／ 74 胸囲／ 118 素材／ポリエステル 90％キュプラ 10％ネイビー プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

 術衣(ズボン) 女性 Ｓ ウエスト／56～71 総ゴム 素材／ポリエステル 100％チャコール プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

 術衣(ズボン) 女性 Ｍ ウエスト／64～79 総ゴム 素材／ポリエステル 100％チャコール プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

 術衣(ズボン) 女性 Ｌ ウエスト／72～90 総ゴム 素材／ポリエステル 100％チャコール プレス仕上げ  20枚 手術室関係 

 術衣(ズボン) 女性 ＬＬ ウエスト／オーダー 総ゴム 素材／ポリエステル 100％チャコール プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 Ｓ 着丈／66 胸囲／94 色／ブルー・ピンク 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 Ｍ 着丈／68 胸囲／98 色／ブルー・ピンク 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 Ｌ 着丈／70 胸囲／102 色／ブルー・ピンク 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  5枚 手術室関係 

術衣(上衣) 女性 ＬＬ

～ＥＬ 

着丈／70 胸囲／108 色／ブルー・ピンク 素材／ポリエステル 65％綿 35％ 
プレス仕上げ 5枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 女性 Ｓ ウエスト／50～70 ヒップ／102 丈／90 総ゴム 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 女性 Ｍ ウエスト／55～75 ヒップ／107 丈／94 総ゴム 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  10枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 女性 Ｌ ウエスト／60～80 ヒップ／112 丈／96 総ゴム 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  5枚 手術室関係 

術衣(ズボン) 女性 ＬＬ

～ＥＬ 

ウエスト／65～90 ヒップ／117 丈／98 総ゴム 素材／ポリエステル 65％綿 35％ 
プレス仕上げ  5枚 手術室関係 

術衣(ワンピース) 女性 Ｓ 着丈／76 胸囲／96 色／ブルー 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

術衣(ワンピース) 女性 Ｍ 着丈／78 胸囲／100 色／ブルー 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  50枚 手術室関係 

術衣(ワンピース) 女性 Ｌ 着丈／80 胸囲／104 色／ブルー 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  20枚 手術室関係 

術衣(ワンピース) 女性ＬＬ 着丈／80 胸囲／110 色／ブルー 素材／ポリエステル 65％綿 35％ プレス仕上げ  10枚 手術室関係 
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品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

靴下（男性） 26～28㎝ 綿 100％ サックス ﾉﾝﾌﾟﾚｽ仕上げ  50枚 手術室関係 

靴下（女性） 22～24㎝ 綿 100％ 白 ﾉﾝﾌﾟﾚｽ仕上げ  80枚 手術室関係 

ツナギ Ｌ 着丈／156 胸囲／110 素材／ポリエステル 100％ 白・黒・シマ のり付け無し  10枚 手術室関係 

ツナギ ＬＬ 着丈／160 胸囲／120 素材／ポリエステル 100％ 白・黒・シマ のり付け無し  10枚 手術室関係 

圧布 大 140×240（２枚合せ） 生地／綿 100％ 青 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 60枚 手術室関係 

圧布 大 180×240 生地／綿 100％ グリーン 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 40枚 手術室関係 

圧布 中 110×150 生地／綿 100％ 青 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 40枚 手術室関係 

圧布 中 150×150 生地／綿 100％ グリーン 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 5枚 手術室関係 

シーツ  110×140 生地／綿 100％ 白・黒・細シマ 

のり付け無し 

ディスポに切り替

え中で既存のも

のの洗濯のみ  

手術室関係 

四角布 中 110×150 生地／綿 100％ グリーン 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 30枚 手術室関係 

四角布 小 90×90 生地／綿 100％ 青 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 10枚 手術室関係 

四角布 大 150×150 生地／綿 100％ 青 
規定のたたみ方 

でプレス仕上げ 
 10枚 手術室関係 

セットカバー 大 140×240 生地／綿 100％ グリーン のり付け無し  10枚 手術室関係 
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品 名 サイズ 規   格 仕上げ方法 
通常必要枚数 

（１週間分） 
備考 

セットカバー 中 140×160 生地／綿 100％ 青 のり付け無し  5枚 手術室関係 

セットカバー 小 60×90 生地／綿 100％ グリーン のり付け無し  5枚 手術室関係 

紐 大 15×90 ヒモ２本付 5×100 生地／綿 100％ 白 のり付け無し  30枚 手術室関係 

紐 中 5×200  生地／綿 100％ 白 のり付け無し  50枚 手術室関係 

検査着（上） Ｍ～ＬＬ  着丈 68～78 バスト 112～132 肩巾 44～52 

生地/ポリエステル 100％ ネイビー 
のり付け無し  16枚 一般関係 

検査着（下） Ｍ～ＬＬ ウエスト 63～122 ヒップ 108～132 股下 59～65 

生地/ポリエステル 100％ ネイビー 
のり付け無し  16枚 一般関係 

Ａ甚平（上） Ｓ～ＬＬ 着丈 70～84 後裾幅 52～64 

生地／綿 55％ ポリエステル 45％ グリーン・ピンク 
のり付け無し 通常必要枚数 一般関係 

Ａ甚平（下） Ｓ～ＬＬ ズボン丈 93～104 股下 61～72 

生地／綿 55％ ポリエステル 45％ グリーン・ピンク 
のり付け無し 通常必要枚数 一般関係 
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Ⅳ ベッドセンター運営管理業務明細書 

  

１ 受託者は、川崎市の所有するマットレス消毒機を用いて、病院内のベッド及びマッ

トレスの消毒及び供給業務を行うものとする。 

２ 業務内容 

（１）受託者は、ベッド及びマットレスを、川崎市の指定する場所から回収し、洗浄、

消毒を行い、消毒後のベッド及びマットレスを配送する。業務量は、２人工/日と

する。ただし、リネンセンターに常駐しリネンセンター業務もあわせて行う。 

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

和 23 年第 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、川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

（３）洗濯回数は次のとおりとする。 

 ベッド    １日 川崎市から指示された台数 

  マットレス  １日 川崎市から指示された台数 

３ 受託者は、業務に円滑に行うためベッドメイク担当者と連携を図るよう努めること。 



  

22 

 

Ⅴ 補修室縫製等業務明細書 

 

１ 受託者は、川崎市にて使用する白衣、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）川崎市が使用する白衣、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）霊安室のシーツ交換等の維持管理業務 

（５）その他上記以外の院内における縫製業務 

３ 業務時間、業務量等は、別途明記のリネンセンター運営管理業務明細書による。 
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Ⅵ リネンセンター運営管理業務明細書 

 

１ 業務内容 

受託者は、病院内リネンセンターの業務量に応じた業務従事者を配置し、寝具、

病衣、タオル、その他被服等の供給業務、ベッドセンターの運営管理及び補修室縫

製業務等を一括して管理運営し、各業務が円滑且つ適正に執行できるように運営管

理を行うものとする。 

２ 業務時間 

  月曜日から土曜日までの、午前８時 30分から午後５時までとし、日曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和 23 年第 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、川崎市と受託者が協議の上、決定す

る。 

３ 業務遂行上の注意事項 

（１）各作業は業務が円滑且つ適正に執行できるよう、総括責任者と川崎市の担当者

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、川崎市が臨時的に集配、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。 
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Ⅶ 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。

（６人～７人以上） 

２ 業務内容 

この業務の内容は次に定めるところによる。 

（１）入院患者のリネン交換（定期交換週１回、汚染時等は随時交換とする） 

  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 ベッドパット、横シーツ等の交換 

  エ ベッドの清掃及び消毒 

  オ リネン交換後のベッド周囲の清拭清掃 

（２）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 ベッドパット、横シーツ等の交換 

  エ ベッド及びマットレスの清掃及び消毒 

（３）退院患者のベッドのマットレス交換 

  ア １ヶ月以上継続して使用していた場合 

  イ 感染症患者（ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ・ＭＤＲＰ）が使用していた場合 

  ウ 死亡退院の場合 

  エ 感染がある場合 

（４）入院中の患者のベッドであって３ヶ月以上使用しているマットレスは 

   随時交換する。 

（５）体圧分散マットの作成 

（６）作成したベッドの搬入 

（７）ベッドメーキングに必要な物品をベッドメーキングカートに配備すること。 

（８）前号までの事項は、川崎市のベッドメーキング業務の大要を示すものであり、

本業務委託上、記載されていない事項が発生した場合には、川崎市と受託者が協

議して決定するものとする。 

３ 業務執行体制 

  緊急時等、柔軟な対応体制がとれるような編成体制にすること。 

４ 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。 

５ 業務を要しない日 

次のいずれかに該当する日には業務の実施を要しない。ただし、（１）から（２）

までの休日期間が４日を超える場合、３日の範囲内において業務を実施する。また、

12月 29日から１月３日の年末年始の業務については、川崎市と受託者が協議の上、



  

25 

 

決定する。業務時間については病院と受託者が別途協議することとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和 23年第 178号）に規定する休日 

 

６ 実施対象病棟及びベッド作成場所 

ベッドメーキングの実施対象病棟及び作成場所は次表に掲げるものとする。 

対象病棟 作成場所 

緩和ケア 病室内 

外来           中央ケアルーム 各科外来ブース（１階～２階）       

外 来 化 学

療法室 

外来化学療法室内 

内視鏡 回復室 

病棟 病棟ウィング ディコーナー３階～７階 

各個室 

 

７ 業務履行上の注意事項 

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

（２）使用済のリネンは、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）作業中の安全確保はもとより、作業環境の整理整頓に努め、患者の通行移動に

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）ベッドの清掃及び作成は、川崎市の指示に基づき行わなければならない（別表

８）。 

（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 目法律第

203 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、業務従事者が、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

いよう受託者が指導しなくてはならない。 
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別表８ 参考（井田病院にて現在行われているベッドの清掃及び作成手順等） 

 

１ 清掃の目的 

医療環境で使用するリネンは様々な汚染を受けやすい状況にあり、次に定める基

準で管理徹底を行うことで、衛生的なリネンを提供し、適切な療養環境を維持する

ことを目的とする。 

２ 清掃基準 

（１）患者退院時又は川崎市が別途指示した際に実施するものとする。 

（２）患者毎に、マットレス及びベッド本体について清拭及び消毒を行う。 

（３）使用する消毒薬は、既定の消毒薬を用いる。ただし、特殊な感染症に対しては、

病院の指示に従って対応するものとする。 

３ 清掃及び作成手順 

（１）退院患者のベッドについては、各病棟にて清掃を実施する。ただし、ベッドを

廊下に搬出せず、病室内で実施するものとする。 

（２）汚染物を取り扱う際は、手袋及びビニールエプロンを着用して実施する。また、

必要に応じてマスクを着用して実施する。使用した手袋は、ベッドの作成毎に交

換するものとする。 

（３）埃を立てないように使用したリネン類を全て取り外す。 

（４）マットレス及びベッドについて、破損、不備及び動作の確認を行う。 

（５）水で濡れたディスポクロスで、マットレスの埃を拭く。血液、尿又は便等の有

機物についても取り除く。 

（６）既定の消毒薬を含有したディスポクロスで、全体を清拭する。清拭する際に、

次の点に注意する。 

ア ディスポクロスが乾いたら新しいものと交換する。 

イ 清拭は１方向に実施する。 

ウ ディスポクロスはマットレス毎に交換する。 

（７）血液、尿又は便等でマットレス表面にシミができた場合は、オキシドール（原

液）をディスポクロスに染み込ませて清拭を行う。 

（８）マットレスが乾燥している事を確認し、新しいベッドの作成（ベッドメーキン

グ）を行う。 

４ 清掃上の注意事項 

（１）水や消毒薬で清拭した際に、濡れている場合は乾燥させる。 

（２）マットレスのみ保管する場合は、マットレスの取手を上にし、立てて保管する。 

（３）リネン類の衛生管理上、床に地下置きしない。 

（４）マットレス表面が破損していないか確認する。 

（５）清掃方法については、川崎市と協議の上、適宜設定及び変更を行うものとする。 

（６）運営に関わる消耗品は、受託者の負担とする。 

５ 使用する消毒薬 

（１）低水準消毒薬 

ア 塩化ベンザルコニウム（0.02％） 

イ グルコン酸ナトリウム（0.02％） 



  

27 

 

（２）中水準消毒薬 

ア アルコール（60％以上） 

イ 次亜塩素酸ナトリウム（濃度を 0.02％又は 0.1％とする。） 

６ その他 

  感染症患者が使用したベッドについては、次のとおりの取り扱いとする。 

（１）感染対策室又は病棟から依頼があった場合に対応する。 

（２）依頼のあったベッドは、ベッドセンターで作業を実施する。 

（３）清拭及び消毒終了後のベッドは、ベッドセンターの清潔エリアで保管しておく。 
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Ⅷ 保育室寝具乾燥業務明細書 

 

１ 受託者は、受託者の所有する特殊寝具乾燥車を用いて、保育室内の敷布団の乾燥

業務を行うものとする。 

２ 業務内容 

（１）受託者は、保育室用敷布団を、川崎市の指定する場所から回収し、乾燥を行い、

乾燥後の保育室用敷布団を納品する。 

（２）川崎市と受託者が協議の上、決定する。 

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年第 178 号）に規定する休日、12

月 29日から 1月 3日の年末年始は除く。 

（３）実施方法は次のとおりとする。 

   特殊寝具乾燥車により現場によりＡＣ１００Ｖの電源を使用し乾燥を行う。 

   ※電力は、最大で約６Ａ相当で家電製品（アイロン・炊飯器）程度 

（４）洗濯回数は次のとおりとする。 

  保育室用敷布団    年 2回 川崎市から指示された枚数 

３ 作業スケジュール、作業場所については、川崎市と協議の上、適宜、設定及び変

更を行うものとする。 

４ 受託者は、業務を円滑に行うため保育室担当者と連携を図るよう努めること。 

 

 

 

 


