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尾道市立市民病院床頭台等賃貸借公募型プロポーザル仕様書 

 

 

  この仕様書は、尾道市立市民病院において床頭台等賃貸借公募型プロポーザルを行う

にあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 施設の概要 

事 業 名 称 尾道市立市民病院床頭台等賃貸借 

① 施 設 名  尾道市立市民病院 

② 所 在 地  尾道市新高山三丁目１１７０番地１７７ 

③ 延 床 面 積  25,177.46㎡ 

④ 診 療 科  26科 

⑤ 許可病床数  290床 

⑥ 患 者 数 等  

項 目 令和 2年度 令和 3年度 

入院延患者数 78,973人 81,150人 

1日あたりの平均退院患者数 12.6人 13.1人 

 

２ 契約内容 

（１） 契約形態  賃貸借契約 

（２） 契約期間 令和 5年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

 

３ 事業内容 

① 日額定額料金により課金するテレビ・冷蔵庫（以下「定額料金制のテレビ・冷蔵

庫」という。）等を備えた床頭台、100円硬貨で利用できる洗濯乾燥機の整備及び

運営を行い、患者の利便性並びに快適性の向上を図ること。 

② テレビ・冷蔵庫を課金して利用しない患者についても、院内放送を無料で視聴で

きるようにすること。 

 

４ 設置する機器の仕様書等 

  設置する機器は下記の仕様を満たすものとし、設置前に尾道市立市民病院から仕様

について承諾を得ること。なお、特に記述の無い限り、設置する機器は新品とするこ

と。また、テレビ・冷蔵庫・洗濯乾燥機については国産主要メーカー製品のものとし、

環境に配慮した省電力設計の製品であること。 

 

（１） 設置する機器の場所及び台数 



2 

 

 設置場所 設置台数 

①  一般病棟 10台（3階）、39台（4階東）、39台（4階西） 

10台（5階東）、39台（5階西） 

47台（新館 2階）、47台（新館 3階） 

合計 231台 

②  〃（3階ユニット） 17台 

③  〃（3階 HCU） 8台 

（２） 設置する機器の仕様 

① 床頭台（一般病棟） 

   ・材質は木製とし、外形寸法は幅 500㎜程度×奥行 700㎜程度×高さ 1700㎜程

度とすること。 

   ・部材は、耐久性、耐火性及び耐水性に優れたものとし、病院内の環境に長時間

対応できるものとすること。 

・抗菌仕様で清掃及び次亜塩素酸ナトリウムを含む消毒液等での消毒が容易にで

きること。 

・構造は、角を丸くするなど安全性に十分配慮すること。 

・床頭台の両側にタオル掛け、側面に杖立てを設置すること。また、タオル掛け

と杖立ては不使用時には床頭台本体に収納できること。 

・テレビ上部に扉付きの収納スペースを設けること。 

・背面部にワードローブ収納スペースを設けて両側から取り出せるようにするこ

と。また、ワードローブ収納スペースの下部に履物を収納できるスペースを設

けること。 

・キャスターのロック及び解除が四輪とも一括で容易にでき、ロック状態を目視

で確認できること。 

・スライドテーブルを設けること。また、床頭台内部に挟み込んだ用紙等が落ち

込まない対策を講じられていること。 

・引き出しを設けること。また、引き出しはセーフティボックスとして使用でき

るようにすること。 

   ・セーフティボックスの鍵は患者の安全に配慮した形状及び素材であること。ま

た、手首に取り付けられるようバンドを取り付けること。 

   ・鍵の紛失時における鍵の交換が容易であること、また、鍵の交換は無償で行う

こと。 

   ・鍵はマスターキーで一括管理できるもので、マスターキーは院内に必要本数を

常備すること。 

・テレビ・冷蔵庫を設置すること。 

・パソコンや携帯電話充電用のコンセント２口を有すること。 

・足元灯として人感センサー式フットライトが取り付けられていること。 
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・定額料金制のテレビ・冷蔵庫を課金状態にするための操作は病院職員が容易に

行えること。 

・テレビ・冷蔵庫を課金して利用しない患者についてもフットライトは動作でき

ること。また、同様に患者用コンセントは使用できることが望ましい。 

② 床頭台（ユニット・HCU用） 

・材質は木製とし、外形寸法は幅 500㎜程度×奥行 500㎜程度×高さ 900㎜程度

とすること。 

・テレビの上部の収納スペース、背面部のワードローブ収納スペース及び履物の

収納スペースは設置せずに省スペースにすること。 

・テレビを設置する箇所の背面及び側面板、上部の天板は設置しないこと。 

・テレビは固定せずスタンド付きのものを据え置くこと。その際に左右の角度調

整が可能であること。 

・テレビは病院職員で設置取外しが容易にできることが望ましい。（テレビ不使

用時にはその他の物品を置く台として使用するため）。また、テレビ設置時に

は転落防止の措置が講じられること。 

・その他の仕様は、①一般病棟用のとおり。 

③ テレビ 

   ・19 型以上の液晶テレビとし、地上デジタル放送及びＢＳデジタル放送、ちゅ

ピ COM11chおのみちデジタル、院内放送が視聴できること。 

   ・テレビはテレビアームに取り付け、容易に角度調整ができ、かつ、不使用時に

は床頭台奥へ収納できること。（ユニット・HCU用は除く） 

   ・テレビは、イヤホン専用とし（イヤホンを差し込んでいない時に音声が聞こえ

ないこと）、イヤホン端子は前面に設置されていること。 

   ・テレビにはワイヤレスリモコンを備え、リモコンに相互干渉対策が講じられて

いること。 

   ・ワイヤレスリモコンの電池は、運営事業者の負担とする。 

 ・テレビ・冷蔵庫を課金して利用しない患者についても、院内放送を無料で視聴

できること。 

④ 冷蔵庫 

   ・床頭台の下部に収納され、容量は 22リットル以上とすること。 

   ・省エネ、静音タイプとし、フロンガスを使用しない冷却方式であること。 

   ・扉は引き出し式とし、閉め忘れ防止機能を有すること。 

   ・抗菌仕様で清掃及び次亜塩素酸ナトリウムを含む消毒液等での消毒が容易にで

きること。 

   ・2リットルのペットボトルが収納可能であること。 

  ⑥ 洗濯乾燥機 

   ・設置する機器の種類、場所及び数 
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 設置場所 洗濯乾燥機設置台数 

① 本館 6階 4台 

② 新館 5階 4台 

   ・全自動式のドラム式とする。 

   ・洗濯及び乾燥のみでも利用できること。また、操作方法が容易で操作間違いが

ないように配慮されていることが望ましい。 

   ・機器は専用の架台等により車いす利用者でも利用しやすいように設置すること。 

・現在、本館 6 階及び新館 5 階に洗濯機 4 台、乾燥機 4 台ずつ設置しているが、

追加で電源工事等の設置工事が必要な場合は運営事業者の負担で行うこと。 

 

５ 業務体制 

（１）運営事業者は、物件の保守管理と運用に関する業務に対応するため、運営事業者

の負担で速やかに対応できる体制を整備すること。なお、勤務日時及び人数は少

なくとも現状の体制以上とすること。 

・物件の修理、定期的な巡回点検等維持管理に関する一切の業務 

・患者の入退院毎に行う床頭台等の清掃作業 

・洗濯機等のメンテナンス及び設置場所の清掃作業 

※現在の体制 

月曜日～土曜日 9：00～15：00 1名 

（２）運営事業者は、故障その他必要に応じて速やかに取替えができる体制を整えるこ

と。 

（３）新床頭台の運用が安定するまでの間、床頭台システムに関する問い合わせ、トラ

ブル等に対応する者を最低限平日 8時 30分から 17時まで配置すること。 

（４）現在の床頭台設置事業者の販売したテレビカードについて、患者等から清算依頼

等の相談がある場合は、旧事業者の問い合わせ先の案内を行うなど丁寧な対応を

行うこと。 

（５）院内放送の内容については病院側と協議の上作成し、その際に係る費用は運営事

業者の負担とする。また、内容に修正が必要な場合はその都度修正を行い、その

際に係る費用は運営事業者の負担とする。 

（６）業務スタッフの健康管理に努め、運営事業者の負担で年 1回以上の健康診断等労

務管理に関する法令等の義務を履行すること。 

（７）病院の実施する医療安全及び感染対策講習などについて、病院の求めに応じて参

加すること。 

 

６ 患者利用料金について 

（１） 床頭台（テレビ、冷蔵庫）の利用料金については、現行のテレビカード方式か
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ら日額料金方式に移行する。金額についてはプロポーザルによるリース料金の

提案を踏まえて病院側で決定する。 

（２） 洗濯乾燥機については 1回の利用を 200円とする。また、洗濯のみを行う場合

は 100円、乾燥のみを行う場合は 100円とする。 

（３） 床頭台の利用料金の徴収は病院側で行う。 

（４） 洗濯機乾燥機の料金の回収は運営事業者が最低月に 1回行い、回収した料金は

当院に納付し金額を報告すること。 

 

７ 設置・条件等 

（１） 物件の設置及び事業終了時の撤去に伴う費用は、運営事業者の負担とする。 

（２） NHK受信料の契約及び支払い手続きについては全て運営事業者が行い、受信料そ

の他の費用についても運営事業者の負担とする。 

（３） 物件の設置場所は、尾道市立市民病院が指定する場所とする。 

（４） 物件の設置は、令和 5年 3月 31日までに完了すること。ただし、運営事業者が

交替する時は、尾道市立市民病院及び業者間で十分協議の上、患者の利用に支

障を来たさないよう円滑に入れ替えを行うこと。 

（５） 設置物件は、運営事業者の負担で破損・盗難等の事故に対する保険に加入する

こと。 

（６） 設置物件に対する故障及びトラブル等については、本院の責めに帰すことが明

らかな場合を除き全て運営事業者の責任において対応すること。 

 

８ その他 

(１) 運営事業者は、この事業において生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡ならび

に委任してはならない。ただし、あらかじめ書面による承認を受けたときはこ

の限りでない。 

(２) 運営事業者は、事業期間が満了又は本事業の運営事業者としての選定を解除さ

れた場合は、速やかに原状回復すること。また、原状回復に際し、運営事業者

は一切の費用を尾道市立市民病院に請求することはできない。 

(３) 運営事業者は、施設の使用に際して、尾道市立市民病院に損害を与えた場合に

は、速やかに賠償すること。 

(４) 運営上で疑義が生じた場合には、尾道市立市民病院と運営事業者が協議の上、

決定する。 

(５) 社会的情勢等が著しく変化し、本事業の内容に支障を来たす場合は、尾道市立

市民病院と運営事業者が別途協議の上、決定するものとする。 

(６) 尾道市立市民病院は、納入に際し物件等が本仕様書に違反している場合、また

は著しく不良な場合には、係る全ての取替えを命令、もしくは運営事業者の本

事業における運営事業者としての選定を解除できるものとする。 
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(７) 運営事業者は、本事業の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社

会通念に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は事

業の適正な履行を妨げる妨害を受けたときには、警察に通報しなければならな

い。 


