
別紙１）仕様及び数量

区分１ 区分２ 貸出数量 1組あたり 摘　　要 仕上寸法（cm）

側　地　ポリエステル６５％　綿３５％

中　綿　ポリエステル綿
標準重量　４００ｇ/㎡程度

綿１００％　

３００匁　マイヤー織り

品目
月間使用
想定数量

年間使用
想定数量

（１）医療用寝具業務 医療用寝具

合掛布団

540組

1

側　 地　ポリエステル１００％
中　 綿　ウォッシャブル
標準重量　０．８ｋｇ程度

130×195

ボックスシーツ 週1回交換目安

トップ面：綿７０％　ポリエステル３０％

102×217+12+19

天地巻込み部分：ポリエステル１００％　

中　 材　ストローチップ
標準重量　１．４㎏程度

包布 週1回交換目安

綿７０％　ポリエステル３０％
全覆型　横口開口
柄両面プリント（奈良県総合医療センターオリ
ジナル柄）

148×210

枕 1

側　 地　ポリエステル１００％　

　35× 50

55×35×10 - 個
必要に応じ使

用
個

11,000 組 132,000 組

枕カバー 週1回交換目安
綿７０％　ポリエステル３０％　　封筒式
柄両面プリント（奈良県総合医療センターオリ
ジナル柄）

45×75

体圧分散式枕 メーカー：モルテン
50個

（各病棟　5個程度）
必要に応じて使用

クッションビーズ＝オレフィン系エラストマー
カバー＝ポリエステル

必要に応じ使
用

枚

タオルケット （夏季限定）
300枚

（各病棟　20枚程度）
必要に応じて使用 140×190 -

ベッドパッド
50枚

（各病棟　5枚程度）
必要に応じて使用 　95×210 -

枚 枚
必要に応じ使

用

枚



別紙１）仕様及び数量

区分１ 区分２ 貸出数量 1組あたり 摘　　要 仕上寸法（cm）品目
月間使用
想定数量

年間使用
想定数量

アクリル系 　１００％　

カネカロン

組

（１）医療用寝具業務

合掛布団

33組

1

側　 地　ポリエステル１００％
中　 綿　ウォッシャブル
標準重量　０．８ｋｇ程度

325x35

包布

週1回交換目安

トップ面：綿７０％　ポリエステル３０％

102×217+12+19

枕カバー

（２）病児用（小児用）寝具業務

1

敷布団 1

枕 1

天地巻込み部分：ポリエステル１００％　

1

側　 地　ポリエステル１００％　

　35× 50

中　 材　ストローチップ
標準重量　１．４㎏程度

130×195

40 組

綿７０％　ポリエステル３０％　　封筒式
柄両面プリント（奈良県総合医療センターオリ
ジナル柄）

45×75

週1回交換目安

綿７０％　ポリエステル３０％
全覆型　横口開口
柄両面プリント（奈良県総合医療センターオリ
ジナル柄）

148×210

週1回交換目安

480

天地三ﾂ巻き　綿100% 

包布 1日1回交換目安

毛布 静防織 10枚 必要に応じて使用 140×200

細布    綿１００％　（柄）

組

掛布団

2組 2 24 組

1日1回交換目安

枕カバー 1日1回交換目安

外来用寝具

枕

包布

ボックスシーツ

掛布団 1

敷布

ポリエステル８０％　綿２０％　　　　　ブ
ロード　シロ

綿　１００％　細布　

　綿１００％　細布晒

細布    綿１００％　（柄）

120×160

85x170

25x35

130x170

110x243

30x60

1日1回交換目安 細布　晒    綿１００％ 98x128

敷布 1日1回交換目安 細布　晒    綿１００％ 78x140

敷布団 1
ポリエステル８０％　綿２０％         ブ

ロード　 プリント
70x130

枕 1 　綿１００％　細布晒 組 24 組

ポリエステル８０％　綿２０％　　　ブロード
プリント

90x120

（２）病児用（保育所用）寝具業務 3組

20 枚 240 枚

枕カバー 1日1回交換目安 細布    綿１００％　（柄） 30x60

毛布 必要に応じて アクリル系 １００％　  カネカロン 90x120



別紙１）仕様及び数量

区分１ 区分２ 貸出数量 1組あたり 摘　　要 仕上寸法（cm）品目
月間使用
想定数量

年間使用
想定数量

上衣 SG-1441 ｸﾞﾘｰﾝ

下衣 SG-1443 ｸﾞﾘｰﾝ

ガウン SG-1440 2,000枚 ｸﾞﾘｰﾝ 1,500 枚 18,000 枚

術前術後衣 EG-315 1,500枚 ｸﾞﾘｰﾝ 900 枚 10,800 枚

ガウン PC-376 80枚 サックス 60 枚 720 枚

小児用上衣 SG-1440

小児用下衣 SG-1440

（３）検査衣業務

枕カバー 1日1回交換目安

組 28,800

ベッドパット 1（必要数）

枕 1（２）当直用寝具業務

合掛布団

81組

1

サンプル提出後、協議のうえ決定 2,400

包布 1日1回交換目安

敷布

組

1日1回交換目安

-

-

各80枚 打ち合わせに応じて

サンプル提出後、協議のうえ決定

90 枚 1,080 枚

各2,000枚 1,700 枚 20,400 枚



別紙１）仕様及び数量

区分１ 区分２ 貸出数量 1組あたり 摘　　要 仕上寸法（cm）品目
月間使用
想定数量

年間使用
想定数量

上衣（救命救急） LBL-4372 ネイビー

上衣（看護師） LBL-4372 ボルドー

上衣（看護師） SL-5092 ライトブルー

上衣（助産師） LBL-4372 ピンク

上衣（医師） LBL-4372 ロイヤルブルー

上衣（CE） LBL-4372 ブラック

上衣（麻酔） LBL-4372 ターコイズ

上衣（放射線部） WH-11485A ダークグレー

上衣（リハ、薬剤、検
査、栄養、歯科衛生、
臨床心理）

RT-5062 ミストグリーン

上衣（その他） ES-8662 ピーコックグリーン

上衣（その他②） RF5502 ｵﾘｰﾌﾞ

下衣（救命救急） SL-5093 ネイビー

下衣（看護師） SL-5093 ボルドー

下衣（助産師） SL-5093 ピンク

下衣（医師） SL-5093 ロイヤルブルー

下衣（CE） SL-5093 ブラック

下衣（麻酔） SL-5093 ターコイズ

下衣（放射線部） WH-11486A ダークグレー

下衣（リハ、薬剤、検
査、栄養、歯科衛生、
臨床心理）

RT-5063 チャコール

下衣（その他） ES8663 ﾋﾟｰｺｯｸｸﾞﾘｰﾝ

ﾏﾀﾆﾃｨ上 RF5187 ﾈｲﾋﾞｰ

ﾏﾀﾆﾃｨｰ上 HOS4992 ｼﾛ

ﾏﾀﾆﾃｨ下 HCS2488 ﾈｲﾋﾞｰ

綿　100％　　300匁　マイヤー織り 140×190 4,500 枚 54,000 枚

綿　100％　　800匁以上 65×130 5,200 枚 62,400 枚

綿　100％　　200匁以上 34×86 12,000 枚 144,000 枚

綿　100％　　100匁以上 34×38 300 枚 3,600 枚

器械覆布  Ad90100 ｸﾞﾘｰﾝ 打ち合わせの上 - 100 枚 1,200 枚

228,000 枚

オシボリタオル

フェイスタオル

バスタオル

タオルケット

（４）手術衣業務 打ち合わせの上 19,000 枚

（８）その他業務

（６）タオル類業務 打ち合わせの上

サンプル提出後、協議のうえ決定

協議のうえ決定する

（７）ベッドメイキング業務 病棟及び当直、仮眠室

-


