
別紙1

特記事項 面積㎡ 床素材
病院正面玄関（自動ドア）
風除室 14.40 稲田石
ＡＴＭ室 5.16 ビニール床
総合待合ホール 98.21 ビニール床
患者情報管理室 OAフロア 5.90 タイルカーペット
医事事務室 OAフロア 44.67 タイルカーペット
受付 OAフロア 8.51 タイルカーペット
調剤室 44.56 ビニール床
売店 12.65 ビニール床
売店倉庫 2.95 ビニール床
イートインコーナー 21.50 ビニール床
相談室 9.77 タイルカーペット
診療材料室 4.83 ビニール床
洗濯室 4.64 ビニール床
訪問看護ステーション OAフロア 34.74 タイルカーペット
清掃員控室 4.12 ビニール床
リネン室 4.48 ビニール床
物品倉庫 3.00 ビニール床
倉庫 41.53 ビニール床
医ガスボンベ室 16.57
備蓄倉庫 6.54 ビニール床
中央診療材料室 11.91 ビニール床
更衣・休憩室 6.63 ビニール床
トイレ 1.89 ビニール床
前室 9.13 ビニール床
検収 6.99 ビニール床
廃棄物保管庫 2.14 ビニール床
洗浄滅菌室（ＤＷ含む） DW:ﾀﾞﾑｳｴｱ(昇降機) 4.36 ビニール床
栄養事務室 7.53 ビニール床
前室 2.78 ビニール床
食品庫 6.18 ウレタン樹脂塗
職員食堂兼休憩室 29.23 ビニール床
調理室（ＤＷ含む） DW:ﾀﾞﾑｳｴｱ(昇降機) 47.14 ウレタン樹脂塗
職員トイレ（男） 職員用 6.50 ビニール床
職員トイレ（女） 職員用 7.74 ビニール床
男子更衣室 9.54 ビニール床
女子更衣室 20.14 ビニール床
消火ポンプ室 10.13 ビニール床
ＥＶホール 42.10 ビニール床
診察待合室ホール 98.12 ビニール床
病院管理廊下 101.62 ビニール床
診察準備室 29.28 ビニール床
診察室１ 12.30 ビニール床
処置室 13.87 ビニール床
診察室２ 12.26 ビニール床
検査待合 66.98 ビニール床
Ｘ線ＴＶ室 22.38 ビニール床
更衣室 2.63 ビニール床
Ｘ線（一般）室 22.68 ビニール床
更衣室 2.33 ビニール床
ＣＴ室 32.90 ビニール床
放射線部サーバー室 3.33 タイルカーペット
操作室 OAフロア・帯電防止 48.19 ビニール床
風除室 7.75 ビニール床
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１階（病院棟）



警備室 6.61 ビニール床
警備当直室 5.92 ビニール床
夜間緊急出入口（ドア）
時間外薬局（薬局２） 11.19 ビニール床
緊急処置室兼手術室 8.03 ビニール床
隔離診察室 8.95 ビニール床
隔離点滴室 11.28 ビニール床
人間ドック検診センター
　更衣室 3.10 ビニール床
　更衣室 3.50 ビニール床
　ドック控室 6.83 ビニール床
女子トイレ 11.94 ビニール床
男子トイレ 11.60 ビニール床
みんなのトイレ 5.90 ビニール床
検査室 4.95 ビニール床
グラム染色室 6.89 ビニール床
心電図室 15.40 ビニール床
超音波検査室兼診察室４ 14.80 ビニール床
内視鏡検査室兼検察室３ 15.43 ビニール床
前処置室 4.00 ビニール床
洗浄室 5.12 ビニール床
点滴室 23.13 ビニール床
廊下 5.27 ビニール床
階段
エレベーター
病院棟（寝台用ＥＶ）

計 1287.25

特記事項 面積㎡ 床素材
行政正面玄関（自動ドア）
風除室 稲田石
健診ホール 90.90 ビニール床
地域包括支援センター事務室 OAフロア 85.26 タイルカーペット
相談室５ 8.40 タイルカーペット
相談室４ 8.40 タイルカーペット
給湯室 2.85 ビニール床
相談室３ 4.43 タイルカーペット
廊下 21.38 ビニール床
自動ドア
健康増進課・保健センター事務室OAフロア 85.26 タイルカーペット
相談室 6.05 タイルカーペット
相談室 4.58 タイルカーペット
消毒室洗濯室 7.47 ビニール床
内科健診室 11.98 ビニール床
歯科健診室 9.62 ビニール床
女子トイレ 6.98 ビニール床
授乳室 4.70 ビニール床
オムツ交換室 3.76 ビニール床
みんなのトイレ 5.41 ビニール床
男子トイレ 11.01 ビニール床
予防接種室兼乳幼児健診室 115.88 ビニール床
健診ホール２ 57.63 ビニール床
倉庫 28.86 ビニール床
印刷室 6.20 タイルカーペット
書庫 24.70 ビニール床
廊下 29.90 ビニール床
安定ヨウ素室 5.40 タイルカーペット

１階（行政棟）



女子更衣室 15.94 ビニール床
男子更衣室 6.14 ビニール床
準備室 13.82 ビニール床
前室 8.03 ビニール床
栄養指導室 69.49 ビニール床
静養室１ 6.20 ビニール床
静養室２ 5.42 ビニール床
静養室３ 5.56 ビニール床
トイレ 1.63 ビニール床
調乳室 3.82 ビニール床
保育室 41.61 ビニール床
事務室 6.45 ビニール床
玄関
会議室１ 67.67 ビニール床
会議室２ 74.27 ビニール床
介護予防室 95.40 ビニール床
栄養指導室 69.49 ビニール床
風除室
行政職員出入口（自動ドア）
健診出入口（ドア）

計 1137.95

特記事項 面積㎡ 床素材
ＥＶホール 22.91 ビニール床
光庭 16.05
廊下２ 40.05 ビニール床
リハビリテーション室 111.24 ビニール床
車いすトイレ 9.04 ビニール床
倉庫５（清潔） 5.72 ビニール床
言語指導室 11.58 ビニール床
廊下３ 90.43 ビニール床
地域医療ＳＴ室 22.63 ビニール床
会議室 10.75 ビニール床
院長室 16.39 ビニール床
更衣室１ 6.60 ビニール床
更衣室２ 6.14 ビニール床
研修医当直室 8.93 タイルカーペット
医師当直室 9.10 タイルカーペット
管理廊下 33.16 ビニール床
一般浴室 6.56 磁器質タイル
機械浴室 12.36 磁器質タイル
脱衣室 7.35 ビニール床
脱衣室 6.96 ビニール床
廊下３ 81.18 ビニール床
サーバー室 OAフロア 6.02 タイルカーペット
給湯室 5.49 ビニール床
女子トイレ 1.80 ビニール床
男女トイレ 1.80 ビニール床
倉庫４（清潔） 2.96 ビニール床
相談室２ 5.16 ビニール床
廃棄物保管庫 DW:ﾀﾞﾑｳｴｱ(昇降機) 4.79 ビニール床
食堂・談話室 36.87 ビニール床
パントリー DW:ﾀﾞﾑｳｴｱ(昇降機) 6.92 ビニール床
倉庫２ 6.45 ビニール床
倉庫５（清潔） 6.45 ビニール床
会議室 30.89 ビニール床
処置室 12.92 ビニール床

２階（病院棟）



スタッフステーション（薬局含） 92.52 ビニール床
休憩室 12.43 ビニール床
診療材料室 13.38 ビニール床
倉庫３ 3.17 ビニール床
看護部管理室 7.40 ビニール床
相談室１ 5.00 ビニール床
汚物処置室 6.62 ビニール床
職員トイレ３ 1.41 ビニール床
女子トイレ 2.92 ビニール床
男女トイレ 2.92 ビニール床
車いすトイレ 4.00 ビニール床
病室201 41.41 ビニール床
病室202 41.43 ビニール床
病室203 12.95 ビニール床
トイレ３ 3.40 ビニール床
病室205 12.96 ビニール床
病室206 14.95 ビニール床
病室207 14.95 ビニール床
病室208 12.96 ビニール床
トイレ２ 3.40 ビニール床
病室210 12.96 ビニール床
病室211 41.43 ビニール床
病室212 41.41 ビニール床
病室213 38.13 ビニール床
トイレ１ 2.60 ビニール床
病室215 トイレ含む 14.95 ビニール床
病室216 トイレ含む 14.95 ビニール床
病室217 トイレ含む 14.95 ビニール床
病室218 トイレ含む 14.44 ビニール床

計 1169.65

合計 3594.85


