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大和高田市立病院 ベッド等 賃貸借業務仕様書  

 

本仕様書は、大和高田市立病院（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）

に発注する ベッド等の賃貸借内容の基準事項を規定するものである。 

ただし、本仕様書に規定のない事項であっても、本業務の目的とする事項の現場の状

況に応じて甲が必要と認めたものは、契約金額の範囲内で乙が実施するものとする。 

 

１ 件名 

大和高田市立病院 ベッド等 賃貸借  

 

２ 履行期間 

令和３年２月 1日から令和８年３月３１日までとし、長期継続契約とする。 

   契約締結日から令和３年１月３１日までの期間を、運用準備期間とし、その期間

中に発生する費用については、受託者の負担とする。 

 

３ 履行場所 

大和高田市立病院   奈良県大和高田市磯野北町 1－1   

 

４ 目的 

本業務は、病院業務を行うにあたり使用するベッド等を賃貸借により特性に適し

た供給することで清潔かつ快適な環境を整備し、病院業務の円滑な運営に資するこ

とを目的とする。 

 

５ 内容 

ベッド等の詳細については当仕様書によるものとする。（同等品可）なお、別表

に記載する例示品以外で入札する場合があるため、確認申請及びカタログ等の提出

が必要である。 

         

６ 性能及び機能に関する要件 

  別紙参照 （搬入・設置・調整費含む） 

     

※例示品を基本としているため、当院が使用上相互に匹敵すると判断した場合は適当

とすることがあります。 

 

７ 設置条件 

① 機器設置に係る対応(重機等)をはじめ，搬入・組立・稼働前テスト等の調整費の
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全ての費用を本入札金額に含めること。 

② 当院既設の配線への接続・調整に関する全ての費用(作業費・部材費等)を本入札

金額に含めること。 

③ 本仕様書の機器が正常稼働するために大和高田市立病院（以下，当院）が用意す

る一次側設 

備(電源）以外に工事・設置調整が必要となる場合は，受注業者の負担として本入

札金額の範囲内で整備対応すること。 

④ 装置の現場内設置から使用開始までの養生管理，またはそれに伴う保険等は納入

業者の負担で行うこと。 

⑤ 受注業者は納品前に現地下見を当院担当者立ち会いのもと行い，一次側設備に不

足がないことを確認し，不足があった場合には速やかにその旨を当院担当者に報告

し，設備対応すること。 

 

8 サポート体制 

①ベッド等取扱に関しては，担当する職員等が技術を習得するまで十分教育訓練を行

うこと。 

② 調達物品に関する取り扱い説明書を10部提出すること。 

③ 納入後一定期間は，機器稼動時に技術者を派遣立会いさせ，機器の稼動性能を確

認するとともに病院職員の使用操作に対し随時指導することとし，その期間は状況

により，病院担当者と協議すること。 

④ 障害発生時に当院からの電話連絡が直ぐに受け付けられる体制が整っていること。 

⑤納入後の故障等に対しては，迅速な修復が可能な体制を有すること。 

⑥ 無償保証期間における保守内容は以下の通りとすること。 

⑥-1 無償保証期間は，装置の稼働開始日（検収日）から1年間とする。 

⑥-2 無償保証期間中における定期点検費・人件費・作業費・出張費・修理部品費・

定期交換部品費等、全ての費用を無償とすること。ただし，消耗品や事務用品を

除くものとする。 

 

9 支払方法 

賃貸借料は、単月毎末日請求後、３０日以内に支払うものとする。 

 

10 その他 

（１）この仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ予

算の範囲内で定めるものとする。 

（２）当業務を遂行するにあたり、国内の病院で１５０台以上のベッド等設備の納

入及び設置を過去１０年間に 1 回以上あることの実績を事前に提示すること。 
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センサー付ベッド 

 

①センサー付きベッド（43 台） 

1. 概要  

（１）本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できること。 

（２）高さ調節機構は垂直昇降方式又は弓状昇降方式等とすること。 

（３）適合するマットレスは幅 83×全長 191 ㎝程度であり院内で使用中のマット 

レスも適合すること。 

 

2. 性能・機能  

2.1 ボトム 

(1)足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、２段階の角

度調節機能を有すること。 

2.2 メインフレーム 

(1)サイドフレーム上面はオプション品取付孔８ヶ所程度（片側４ヶ所程度）を備

える。また、頭側にはＩＶポール取付孔２ヶ所程度を備えること。 

(2)フットエンドフレームにサイドレール格納金具を備えること。 

 

2.3  ベースフレーム 

(1)バリアフリー法の勾配基準の上限である 1/12 勾配の傾斜路において、ベッ

ドのベースフレームと路面とのすき間が最も狭くなる傾斜路の頂点でも、ベッ

ドが路面に接触せず走行できる構造とすること。ベッドがいかなる床高におい

ても当てはまること。 

2.4  キャスター 

(1)車輪の材質は、耐磨耗性・耐老化性・耐油性に優れ、特にワックスによる劣

化が少ないポリウレタン樹脂製とすること。 

 

2.5  ヘッドボード・フットボード 

(1)容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設けること。  

(2)伝い歩き等を考慮し、ボードの上部をつかまりやすい形状とすること。 
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2.6 その他  

(1)  電装品は、他の機器からのおよび他の機器へのノイズ等による影響、例え

ば、ベッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを

軽減させるため、クラスⅠ機器（保護接地付）とすること。 

(2)  手元スイッチコネクタの電圧は、患者および医療従事者の感電に対しての

安全性確保のため対応していること。 

 

②低床ベッド（78 台） 

①のセンサー付きベッドの概要、メインフレームの機能を有すること。 

 

例示品 

①パラマウントベッド ＫＡ－Ｎ1410Ｆ 

 

②パラマウントベッド ＫＡ－Ｎ1310Ｆ 
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整形外科用ベッド仕様 

 

①牽引用低床ベッド（5 台） 

1. 概要  

(1)   本ベッドは、背・膝の角度・高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手

元スイッチ操作によりそれぞれ独立したモーターで作動すること。 

(2)   適合するマットレスは幅 83×全長 191 ㎝程度であり院内で使用中のマット

レスも適合すること。 

(3)   必要に応じ牽引装置が取付らえるよう専用のボードが取り付けられること。 

 

2. 性能・機能  

2.1 メインフレーム 

(1)   サイドフレーム上面はオプション品取付孔を１４ヶ所（片側７ヶ所）を備える。  

(2)   フットエンドフレームにサイドレール格納金具を備えること。 

(3)   長身者用のため、延長ボトムを取り付けられる機能を有すること。 

(4)   ヘッドエンドフレームに、電源コードを使用しないときに巻きつける金具を備

えること。 

2.2 キャスター 

(1)   セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径１００ｍｍ以上とすること。キャス

ター操作ステップにより、４輪同時固定（首振り・回転固定）、４輪自在の切

り替えが行えること。 

(2)   ホイール部の材質はポリウレタン樹脂製で、耐磨耗性・耐老化性・耐油性

に優れる。特にワックスによる劣化が少ないこと。 

 

2.3 その他  

(1)   電装品は、他の機器からのおよび他の機器へのノイズ等による影響、例え

ば、ベッド自体やベッド周辺の他の機器の故障・誤動作・測定障害などを

軽減させるため、クラス I 機器（保護接地付）とすること。 

(2)   手元スイッチのボタンを押すことにより、モーターを作動させ、背・膝・高さの

各動作を可能にすること。 

(3)   看護の効率化を図るため、ベッド上の重量にかかわらず各動作はおおむ

ね一定の速度で上昇・下降ができること。 
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(4)   手元スイッチは、使用者が動作部位を判別しやすくするために、色分け、

絵（ピクト）を表示すると共に、文字表示がされ、電源ランプおよび絵表示

LED により、暗闇でも位置を確認しやすくすること。また、ボタン上の矢印

（↑・↓）により上げ下げの表示を設けること。 

(5)   誤操作の防止や症状に応じて操作制限をする等のため、手元スイッチに

オン・オフの切換スイッチを備えること。 

(6)   手元スイッチのコードは、床面に垂れ下がることで、つまずきや不衛生の原

因とならぬようにすること。 

②牽引用ボード（5 枚） 

①のベッドに取り付けられる牽引用ボードであること。 

 

 

例示品 

①パラマウントベッド ＫＡ－53151Ｍ 

 

②パラマウントベッド Ａ5102Ｈ 
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透析ベッド 

 

①透析ベッド（15 台） 

1. 概要  

(1) 本ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる。各動作は、手

元スイッチ操作によりそれぞれ独立した電動アクチュエータで作動すること。 

(2)適合するマットレスは幅 78×全長 191 ㎝程度であり院内で使用中のマットレス

も適合すること。 

2. 性能・機能  

2.1  メインフレーム 

(1)  サイドフレーム上面はオプション品取付孔を１４ヶ所（片側７ヶ所）を備えるこ

と。 

(2)フットエンドフレームにサイドレール格納金具を備えること。 

(3)ヘッドエンドフレームに、電源コードを使用しないときに巻きつける金具を備える

こと。 

2.2  キャスター 

(1)セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径 125mm とする。キャスター操作ステッ

プにより、4 輪同時固定（首振り・回転固定）、4 輪自在の切り替えが行えること。 

(2)車輪の材質はポリウレタン樹脂製で、耐摩耗性・耐老化性・耐油性に優れる。

特にワックスによる劣化が少ないこと。 

2.3  ヘッドボード・フットボード  

(1) ヘッドボード及びフットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐた

めストッパーを設けること。ボード取り付け時にロックし忘れを防止し、確

実にストッパーがかかるよう、自動ロック機構とすること。 

2.4  その他  

(1)   手元スイッチのボタンを押すことにより、モーターを作動させ、背・膝・高さ

の各動作を可能にすること。 

(2)   電源のオン・オフは、手元スイッチ電源ランプにて確認できる。 

(3)   手元スイッチは、使用者が動作部位を判別しやすくするために、色分けす

ると共に、文字表示がされ、電源ランプ等により、暗闇でも位置を確認しや

すくすること。また、ボタン上の矢印（↑・↓）により上げ下げの表示をするこ
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と。 

(4)   電源コードはキャスターによる踏みつけや不用意な引き抜きに対する強度

を考慮し、強度確保すること。 

 

(5)   手元スイッチの本体、フック、カールコードケーブルは個別に交換が可能で

あること。 

 

 

 

②スケール付き透析ベッド（4 台） 

①の仕様に加えデジタルスケールを備えること。 

デジタルスケール 

(1) 本ベッドはベッド上の患者の体重を計測、表示する機能と、体重変化量を

モニタリングする機能を有し、国内の計量法に基づく検定合格品であること。

（検定付きはかりを組み込んだベッドスケール等） 

(2) デジタルスケールは、ベッドに搭載したロードセルから出力されるデジタル信

号をもとにベッド上の重量を計算し、液晶表示上に表示する。 

(3) 体重の計測範囲・・・2.0～150.0kg 以上（精度±0.1kg） 

(4) 患者の体重を測定する前に、布団などの重量をキャンセルするためのゼロ

点補正機能および風袋引き機能を有する。 

(5) 最大減算風袋量・・・99.9kg 以上  

(6) 液晶表示からの操作で、透析前の体重を記憶および表示し、ベッド上の患

者の体重変化量をモニタリングできる。 

(7) 体重変化量のモニタリング範囲・・・-99.99～99.99kg（精度±0.1kg 以下） 

(8) ベッド上の重量の測定のみ。 

(9) 体重変化量を測定中に、停電したり、誤って電源プラグが抜けたりしても、

電源が復帰すると、直前の状態に復帰するデータバックアップ機能を有する

こと。 

 

例示品 

①パラマウントベッド ＫＡ－8332 

 パラマウントベッド 記録台 Ａ500ＤＦ 

②パラマウントベッド ＫＡ－8342ＡＣ 
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マットレス等 

①体圧分散マットレス（126 枚） 

1 概要 

（１） 本マットレスは、優れた体圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、端

座位時の安定性に配慮した構造であること。 

（２） 防水等により清拭消毒を可能とし、カバーの抗菌加工とともに、感染予

防に配慮していること。また血液汚染時に有効とされる次亜塩素酸ナト

リウム水溶液 1％希釈水溶液で清拭消毒ができること。 

2 性能･機能 

2.1 カバー 

（１）  生地はポリエステル繊維とポリウレタンフィルムのコーディング等から

構成され、防水・抗菌（MRSA)または制菌・難燃・耐薬品機能を有する。

上面と底面が識別しやすいようにしていること。 

 

 

2.2  詰め物 

（１）詰め物は難燃機能を有すること。 

 

 

 

 

 

②ベースマットレス（19 枚）※透析センター 

1  概要  

(1)  本マットレスは、適度な体圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、端座    

位時の安定性を有し、表裏で硬さの異なるリバーシブル仕様であること。  

(2) 詰め物は 2 層構造等であり、ソフト面とハード面の２層に分かれ、面ファスナー

で着脱可能であること。 

(3) 詰め物のハード面は、適度な体圧分散性、寝姿勢、動きやすさ、端座位時の

安定性など、ギャッチベッドとあわせて使用するマットレスに共通して必要な機
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能を持つこと。ソフト面は体圧分散性能をさらに向上させ、動きやすさも両立さ

せている構造であること。 

 

２  性能･機能  

2.1 カバー 

（１） ソフト面カバーとハード面カバーからなり、それぞれの面を識別しやすいように色

を分け、カバーの片側短手 1 辺が開口するようにファスナーを配置し、詰め物

の出し入れとカバー交換を容易にしていること。 

（２） 生地はポリエステル繊維にポリウレタンフィルムをコーディングした素材で、防

水・抗菌（MRSA)または制菌・難燃・耐薬品機能を有し、ソフト面は消臭機能を

さらに有すること。 

（３） 清拭消毒可能とするため、カバーに止水加工等を施すこと。 

（４） 汚れを容易に落とすため、カバー生地は内側をポリエステル製ニット、外側をポ

リウレタンフィルムとすること。 

 

2.2 詰め物  

（１）詰め物は、難燃機能を有すること。 

 

 

③ロック付きベッドサイドテーブル（126 台） 

1.概要 

（１） 本テーブルはベッド上で食事や軽作業をする際に使用することを目的に作られたも

のであること。 

（２） ベッドの高さに合わせ、テーブル面の高さを無段階に調節することが可能であるこ

と。 

（３） 下から押しあげる力でテーブルの高さがあがる上昇方向フリー機構を有しているこ

と。 

（４） 天板の寸法は幅 90cm×奥行 40㎝程度とし高さは 60cm～90㎝程度の調整が可能で

あること。 

 

2. 性能・機能 

2.1テーブルトップ（甲板） 

（１） パーティクルボードを芯材とし、表面は高温のものを載せても変形・変色がないよ

う合成樹脂化粧板とすること。 
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2.2支柱 

（１）支柱は内パイプと外パイプからなり、高さ調節ができるようにすること。支柱は、

テーブルがベッドの横方向より設置できるよう片側に１本とすること。 

（２）支柱上部には高さ調節レバーを配すること。 

（３）支柱外パイプには、端面の切り口を保護するキャップを有すること。 

 

 2.3駆動部 

（１）テーブル面に物を載せていても軽く操作できるように、支柱内パイプにはガススプ

リングを内蔵し、高さ調節レバーの操作によりこれを作動させ、テーブルの高さ調

節を行なうことができること。 

（２）ハイローベッドでの使用における安全性向上の為、甲板は上昇方向のみ、高さ調節

レバーの操作なしでも作動可能とすること。（上下ストロークの範囲内） 

 

 2.4脚 

（１）四隅には移動用のキャスターを有すること。 

 

 2.5キャスター 

（１）車輪径は 30㎜程度、自在のキャスターとすること。 

 

2.6移動ロック機能 

（１）ロック機構を有していること。 

（２）ロック解除操作は１ヵ所のレバー操作で４輪すべてのキャスターロックが可能であ

ること。 

 

 

2.7ロック解除保持レバー 

（１）ロック解除レバーから手を離した状態でもテーブル移動ができるよう、キャスター

ロック解除の保持機能を有すること。 

   

 2.8表面処理 

（１）支柱の表面処理をしていること。 

（２）脚および甲板受の表面処理は粉体焼付塗装とすること。 

 

 

 

 



性能及び機能に関する要件 

 

④ベッドサイドテーブル（6 台）※透析センター 

1. 概要 

（１） 本テーブルはベッドでの使用を目的とし、ベッドの高さに合わせ、テーブル面の

高さを調節することが可能であること。 

（２） 天板の寸法は幅 90×奥行 40 ㎝程度とし高さは 61～92.5 ㎝程度の調整が可能であ

ること。 

2. 各部の構成・機能 

2.1 テーブルトップ（甲板） 

（１） パーティクルボードを芯材とし、表面は高温のものを載せても変形・変色のないよ

う合成樹脂化粧板とすること。周囲には緩衝のため、一体成形によるエッジを配す

ること。 

2.2 支柱  

（1） 支柱は主にアルミ製の内パイプと外パイプからなり、高さ調節ができるようにする

こと。支柱は、テーブルがベッドの横方向より設置できるよう片側に 1 本とすること。 

2.3 脚  

（１） スチール製、および樹脂カバーの組み合わせから成り、一端に支柱を固定する。

四隅には移動用のキャスターを有すること。 

2.4 起動部  

（１） テーブル面に物を載せていても、軽く操作できるように、支柱内パイプにはガス

スプリングを内蔵し、レバー操作によりこれを作動させ、高さ調節を行うこと。  

（２）ハイローベッドでの使用における安全性向上の為、甲板は上昇方向のみレバー

操作なしでも作動可能とすること。（上下ストロークの範囲内） 

2.5 キャスター 

（１） 車輪径は、30mm 以上  ４輪とし、全輪自在とすること。 

2.6 表面処理  

（１） 支柱の表面処理はすること。脚の表面処理は粉体塗装をすること。 

 

⑤ベッドサイドレール（198 組） 

本入札のベッドに適合するものとし、ベッドに取り付けた時に不用意な隙間ができないよう

にすること。また JIS T 9205:2006 で定められた寸法を遵守できていること。 

 



性能及び機能に関する要件 

 

⑥ナースコール中継ユニット(43 台) 

本入札のセンサー付きベッドに取り付ける事ができ、センサーの操作ができること。 

（センサーの機能設定および体重設定、一時停止ができること。） 

 

例示品 

①パラマウント ＫＥ-793Ｓ 

②パラマウント ＫＥ－615Ｓ 

③パラマウント ＫＦ1934 

④パラマウント ＫＦ－1930 

⑤パラマウント ＫＳ－161Ｇ 

⑥パラマウント ＮＵ18Ｂ0 （２５台） ＮＵ－18Ｇ0 （１８台） 

 

 

※当院が使用上相互に匹敵すると判断した場合は適当とすることがあります。 

 


