
 受付番号：

【③－ア　検体検査業務　見積書　1/2】

（１）提案する設定単価

＊　提案する設定単価は、別途公表する「検体検査項目リスト」に記載してください。

＊　但し、（４）事業期間見積額については、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査（Ⅰ）、生化学的検査（Ⅱ）、免疫学的検査、微生物学的検査、その他の分類で取りまとめ、算定してください。

（２）算定の根拠（院内実施検査）

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

諸経費

検査試薬

検査機器

関連機器

維持管理費

（３）初期投資に関する内訳
検体検査機器・設備費用

メーカー・型式 数量 標準単価 購入単価 購入金額

検査機器 小計

関連機器 小計

合計

年度

維持管理費

（使用期間の合計額）

内訳 更新予定時期

年度

＊ 業種別、職種別に人数と単価を記載してください。



 受付番号：

【③－ア　検体検査業務　見積書　2/2】

（４）事業期間見積額
（単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

検体検査業務費＊

尿・糞便等検査

血液学的検査

生化学的検査（Ⅰ）

生化学的検査（Ⅱ）

免疫学的検査

微生物学的検査

その他

＊保険点数による分類

◆記載要領
＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。
＊金額は、千円未満切捨て記載してください。

合　計



 受付番号：

【③－イ　滅菌消毒業務 見積書　1/2】

（１）提案金額
①基準額

（千円）

②支払係数
係数１：外来患者数（月毎・日平均）

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

  800人以上 1,000人以上 1,300人以上

1,000人未満 1,300人未満 1,500人未満

A１ A２ 1.0 A４ A５

0.7<A１<1.0 0.8<A2<1.0 － 1.0<A4<1.2 1.0<A5<1.3

係数２：入院患者数（月毎・日平均）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

300人以上 340人以上 360人以上

340人未満 360人未満 370人未満

B１ B２ 1.0 B４ B５

0.8<B１<1.0 0.9<B2<1.0 － 1.0<B4<1.04 1.0<B5<1.06

係数３：手術件数（月毎・月平均）
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

225件以上 250件以上 275件以上

250件未満 275件未満 300件未満

C１ C２ 1.0 C４ C５

0.8<C１<1.0 0.9<C2<1.0 － 1.0<C4<1.1 1.0<C5<1.14

（２）提案金額の参考内訳

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

什器・備品費

オートクレーブ

洗浄機器

その他

滅菌コンテナ

院外滅菌費

その他

病棟・外来滅菌物の搬送車

その他

（３）初期投資に関する内訳
メーカー・型式 数量 標準単価 購入単価 購入金額

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

年度

更新予定時期

滅菌コンテナ

レベル

支払係数

1,500人以上

370人以上

225件未満 300件以上

支払係数

＊業種別、職種別に人数と単価を記載してください。

基準額

内訳（メーカー・型式・数量）

患者数 800人未満

レベル

300人未満患者数

支払係数

レベル

患者数

提案の範囲

提案の範囲

提案の範囲

＊初期整備費用・更新費用及び各年度の金額を記載してください。

＊明細（初期整備費用・更新費用及び各年度の金額等）を提示してください。（詳細は下記にご記入下さい）

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ

滅菌コンテナ



 受付番号：

【③－イ　滅菌消毒業務 見積書　2/2】

（４）事業期間見積額

ケース１ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

滅菌消毒業務費

合　計

ケース２ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

滅菌消毒業務費

合　計

ケース３ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

滅菌消毒業務費

合　計

ケース４ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

滅菌消毒業務費

合　計

ケース５ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

滅菌消毒業務費

合　計

◆記載要領

＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。

＊金額は、千円未満切捨て記載してください。



 受付番号：

【③－ウ　食事の提供業務　見積書　1/2】

（１）提案単価
単価（月毎）

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

22,000食以上 24,000食以上 26,000食以上

24,000食未満 26,000食未満 28,000食未満

D１円／食 D２円／食 D３円／食 D４円／食 D５円／食

（２）提案単価の参考内訳

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

材料費

厨房付帯設備（調理設備）

調理器具

食器等

その他

厨房付帯設備維持管理費

残食処理費（生ゴミ処理機含）

その他

什器・備品費

防虫・防鼠費

＊配膳車・下膳車は、市で調達予定です。

（３）初期投資に関する提案
メーカー・型式 数量 標準単価 購入単価 購入金額

＊生ゴミ処理機は、建築・設備と整合をとって提案して下さい。

＊市の調達する厨房付帯設備については、図面等を参照して下さい。

生ゴミ処理機

28,000食以上提供食数

単価

22,000食未満

厨房付帯設備

レベル

＊見積書別紙Ａ－１には詳細を記載してください

内訳（メーカー・型式・数量） 更新予定時期



 受付番号：

【③－ウ　食事の提供業務　見積書　2/2】

（４）事業期間見積額
ケース１ （単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食事提供費

合　計

ケース２ （単価：千円）
年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食事提供費

合　計

ケース３ （単価：千円）
年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食事提供費

合　計

ケース４ （単価：千円）
年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食事提供費

合　計

ケース５ （単価：千円）
年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

食事提供費

合　計

◆記載要領

＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。

＊金額は、千円未満切捨て記載してください。



　  受付番号：

【③－エ　医療機器の保守点検業務　見積書　】

（１）提案金額の参考内訳

（２）事業期間見積額

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

諸経費

部品費

合　計

◆記載要領
＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。
＊金額は、千円未満切捨て記載してください。
＊院内に常駐するＳＰＣ職員により医療機器の保守点検が実施される場合のみ、その費用を記載してください。それ以外の保守点検費用は【見積書④（エ）】で提出する医療機器の維持管理費の保守費に計上、記載してください
＊当該業務が、医療機器の整備・管理業務と重複する場合は、その旨を記載の上、重複する費用は一括して【見積書④(ｴ)】に費用を計上してください。

＊【見積書④(ｴ)】に提示されている医療機器・什器備品及び病院整備対象リストのうち、医療法施行規則別表1に対する保守点検費用のみを計上してください。

諸経費

項目 内容・算定根拠

人件費 ＊職種別に人数と単価を記載ください。



 受付番号：

【③－オ　医療ガスの保守点検業務　見積書　】

（１）提案金額の参考内訳

日常点検

定期点検

臨床スタッフへの研修

（２）事業期間見積額

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

諸経費

合　計

◆記載要領
＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。
＊金額は、千円未満切捨て記載してください。

諸経費

項目

人件費

＊対象機器、点検内容別に記載して下さい。
＊諸経費には、交換部品費も含めてください。
＊ＳＰＣ職員が常駐しない場合、全ての費用を諸経費に記載してください。

内容・算定根拠

対象機器・点検内容別に記載して下さい。別添でも可。



 受付番号：

【③－カ　洗濯業務等　見積書　1/2】

（１）提案する設定単価
１．基準寝具委託
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1組のリース料） 単位

1 基準寝具 118,000 組／円
2 基準病衣 56,000 組／円 夏場（７月～９月）は週３回、その他季節は週２回）
3 ベビー用寝具 2,700 組／円
4 職員用寝具 14,700 組／円
5 ドック用検診衣 70 組／円

２．基準寝具再製委託
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1枚あたり） 単位

1 ﾏｯﾄﾚｽﾊﾟｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 9,200 枚／円
2 掛け布団再製 2,600 枚／円
3 肌布団再製 5,100 枚／円
4 枕再製 5,800 枚／円

３．リネン・クリーニング委託業務
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1枚あたり） 単位

1 包布 100 枚／円
2 敷布 300 枚／円
3 枕カバー 1,400 枚／円
4 ベッドカバー 1,400 枚／円
5 交換台布 600 枚／円
6 ストレッチャーカバー 100 枚／円
7 マットレスパット 100 枚／円

４．洗濯業務委託 貸与基準
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1枚あたり） 単位 職種 年間貸与数 貸与時期

1 看護服 3,000 枚／円
2 ボーシ 2,600 枚／円
3 長白衣 2,400 枚／円
4 短白衣 4,700 枚／円 １足
5 トレパン 2,900 枚／円 １枚
6 エプロン 1,100 枚／円 リース
7 小前掛 600 枚／円 ３枚 夏２・冬１
8 短白衣　Ｇ仕上げ 10 枚／円 ３枚 夏２・冬１
9 看護服　Ｇ仕上げ 10 枚／円 １枚 冬１枚

10 トレパン　Ｇ仕上げ 130 枚／円 １枚 冬１枚
11 長白衣　Ｇ仕上げ 10 枚／円 １足 冬１足

２年に上下１組 ２年毎夏（H14夏貸与）

２年に上下１組 ２年毎冬（H13冬貸与）

３年に１着 ３年毎夏（H13夏貸与）

６年に１着
新記採用職員は当初１年間は上記貸与数の２倍。
手術衣・分娩衣は必要に応じて貸与する。

５．洗濯業務委託（現状院内洗濯） 事務職の調度係及び庶務係の営繕担当は作業服貸与。
①外来・病棟 病院職員ユニフォーム等の洗濯量は、平成１３年度決算書の職種別職員数をご利用下さい。
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1枚あたり） 単位

1 バスタオル 参考個別仕様書参照 枚／円
2 タオル 参考個別仕様書参照 枚／円
3 おしぼり 参考個別仕様書参照 枚／円
4 シーツ・タオルケット 参考個別仕様書参照 枚／円
5 ガーゼ・ハンカチ 参考個別仕様書参照 枚／円
6 レジフレックス 参考個別仕様書参照 枚／円

看護師、補
助婦

秋

調理師

労務員
事務員

医師、医療
技術員

1.2.3.のうち２枚
（放射線科は上下２組）

夏１・冬１

洗濯・補修頻度
包布、敷布、枕カバーは週１回

包布、敷布、枕カバーは週２回

   洗濯とは、洗濯物の洗濯、脱水、乾燥、補修まで
をいいますが、回収・搬送（供給）も院内外とも含
みます。また、感染性の疑われる洗濯物は、分別は
されるが一次洗浄は基本的に実施しません。



 受付番号：

7 マット等の敷物 参考個別仕様書参照 枚／円
8 衣類・その他 参考個別仕様書参照 枚／円

②手術室
№ 品名 年間予定枚数 提案単価（1枚あたり） 単位

1 バスタオル 参考個別仕様書参照 枚／円
2 タオル 参考個別仕様書参照 枚／円
3 おしぼり 参考個別仕様書参照 枚／円
4 シーツ・タオルケット 参考個別仕様書参照 枚／円
5 ガーゼ・ハンカチ 参考個別仕様書参照 枚／円
6 レジフレックス 参考個別仕様書参照 枚／円
7 マット等の敷物 参考個別仕様書参照 枚／円
8 シャツ（術衣） 手術件数参照 枚／円
9 上衣（術衣） 手術件数参照 枚／円

10 ズボン（術衣） 手術件数参照 枚／円
11 ワンピース（術衣） 手術件数参照 枚／円
12 その他（帽子、手拭ガー

ゼ・円座等 手術件数参照 枚／円

（２）提案金額の参考内訳

（３）基準寝具類仕様（参考）
№ 品名

4 職員用寝具
5 ドック用検診衣

※1 マットレスパット又は敷布団（原則はマットレスパット）
※２ 肌布団又は毛布（原則は肌布団）

諸経費

項目 内容・算定根拠

人件費 院内の場合のみ記載して下さい。

パジャマ型３　上着ﾌｨﾘｰｻｲｽﾞ　ズボンM、L、LL　ポリエステル65％　綿35％　色柄は協議

パジャマ型　夏７　冬５　ｻｲｽﾞ8S、7S、5S、3S、S、M、L、LL　テトロン30％　綿70％　色柄は協議
ガウン型　夏７　冬５　ｻｲｽS、M、L、LL　テトロン45％　綿65％　色柄は協議

基準寝具に準じる

敷布３（180×290ｃｍ）　綿布後晒（縦・横糸共20番手　120本/ｲﾝﾁ）
枕カバー３（40×70ｃｍ）　綿布後晒（縦・横糸共20番手　120本/ｲﾝﾁ）　全面覆い

3
敷包布３(50×80cm）　綿ﾌﾞﾛｰﾄﾞ　全面覆い紐付き、２箇所以上
包布３(60×80cm）　綿ﾌﾞﾛｰﾄﾞ　全面覆い紐付き、２箇所以上

ベビー用寝具

ﾏｯﾄﾚｽﾊﾟｯﾄ（40×70cm）　綿ﾌﾞﾛｰﾄﾞ　日清紡№4004　抗菌防臭用化繊綿
ｱｸﾘﾙ糸　100％　難燃性、耐久静電防止

2 基準病衣

現状仕様明細

1 基準寝具

掛け布団（140×195cm）　側地：綿35％　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ65％　中綿：ｸｫﾛﾌｨﾙ　1.5kg（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%）
ﾏｯﾄﾚｽﾊﾟｯﾄ（100×210cm）　綿ﾌﾞﾛｰﾄﾞ　日清紡№4004　抗菌防臭用化繊綿　1.2ｋｇ
敷布団（950×1950cm）　側地：綿布後晒（縦・横糸共20番手120本/ｲﾝﾁ）　混綿　５ｋｇ　※1
肌布団（140×190cm)　側地：綿20％　ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ80％　中綿：ｸｫﾛﾌｨﾙ　0.65kg（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%）
毛布（140×195ｃｍ）　ｱｸﾘﾙ糸　75％以上　難燃性、静電防止　1.5ｋｇ以上　※２
枕（30×42ｃｍ）　綿布（縦・横糸共20番手　120本/ｲﾝﾁ）　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(6mm)
包布６（150×210ｃｍ）　綿布後晒（縦・横糸共20番手　120本/ｲﾝﾁ）　全面覆い紐付き、３箇所以上



 受付番号：

【③－カ　洗濯業務等　見積書　2/2】

事業期間見積額
（単価：千円）

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 品名 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

１．基準寝具委託
1 基準寝具
2 基準病衣
3 ベビー用寝具
4 職員用寝具
5 ドック用検診衣

２．基準寝具再製委託
1 ﾏｯﾄﾚｽﾊﾟｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
2 掛け布団再製
3 肌布団再製
4 枕再製

３．リネン・クリーニング委託業務
1 包布
2 敷布
3 枕カバー
4 ベッドカバー
5 交換台布
6 ストレッチャーカバー
7 マットレスパット

４．洗濯業務委託
1 看護服
2 ボーシ
3 長白衣
4 短白衣
5 トレパン
6 エプロン
7 小前掛
8 短白衣　Ｇ仕上げ
9 看護服　Ｇ仕上げ

10 トレパン　Ｇ仕上げ
11 長白衣　Ｇ仕上げ

５．洗濯業務委託（現状院内洗濯）
①外来・病棟
1 バスタオル
2 タオル
3 おしぼり
4 シーツ・タオルケット
5 ガーゼ・ハンカチ
6 レジフレックス
7 マット等の敷物
8 衣類・その他

②手術室
1 バスタオル
2 タオル
3 おしぼり
4 シーツ・タオルケット
5 ガーゼ・ハンカチ
6 レジフレックス
7 マット等の敷物
8 シャツ（術衣）
9 上衣（術衣）

10 ズボン（術衣）
11 ワンピース（術衣）
12 その他（帽子、手拭

ガーゼ・円座等

◆記載要領
＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。
＊金額は、千円未満切捨て記載してください。

合計

合計



 受付番号：

【③－キ　清掃業務　見積書　1/2】

（１）提案金額の参考内訳

（ア）パブリックエリア ＊人件費+諸経費＋清掃用具に換算して単価を記載して下さい

一般エリア

清潔エリア

汚染拡散防止エリア

（イ）トイレ・シャワールーム

一般エリア

清潔エリア

汚染拡散防止エリア

清潔エリア

一般エリア

汚染拡散防止エリア

清潔エリア

一般エリア

汚染拡散防止エリア

手術室など

無菌病室、その他

感染症患者の病室

換気扇、空調給排気口

ロッカー室清掃

屋上・駐車場

外部清掃（ガラスなど）

駆除費

防除費

駆除費

防除費

清掃用具費 ＊清掃用具費については、明細を記載してください。清掃用具の内容は提案して下さい。

単価（1個あたり） 単年度金額

単価（1㎡又は一箇所あたり） 単年度金額

単価（1㎡又は一箇所あたり） 単年度金額

単価（1㎡又は一箇所あたり） 単年度金額

単年度金額

単価（1㎡あたり） 単年度金額

日常清掃：　除塵 床面積 単価（1㎡あたり） 単年度金額

日常清掃：　床 床面積 単価（1㎡あたり）

面積（床又はガラス）

定期清掃 量（床面積又は個数）

汚染拡散防止エリア 量（床面積又は個数）

項目 内容・算定根拠

（ウ）エントランス・ロ
ビー・ＥＶホール・一般通
路・エスカレータ・階段な
（エ）カーペットタイル

清潔エリア 量（床面積又は個数）

日常清掃：　金具 量（個数）

特別清掃

害虫

鼠



 受付番号：

【③－キ　清掃業務　見積書　2/2】

（２）事業期間見積額

年度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計

項目 準備期間 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

人件費

職種別人数

常勤

非常勤

諸経費

害虫 防除費

駆除費

鼠 防除費

駆除費

清掃用具費

合　計

◆記載要領

＊消費税、物価変動を除いた額を記載して下さい。

＊金額は、千円未満切捨て記載してください。

＊ＳＰＣ職員が常駐しない場合、全ての費用を諸経費に記載してください。


