
 
病院寝具管理士認定講習会開催要領 

 

1. 目 的 
本講習会は、厚生労働省の定めた「病院寝具類の受託洗濯施設に関する衛生基準」における施設、

設備及び寝具類の管理に関する自主管理体制を確立するため、寝具類洗濯業務の受託業務に従事す
る従事者の洗濯、保管、消毒、運送などに関する知識・技能の習得・向上を図るものであり、その
受講修了者に協会独自の「病院寝具管理士」の資格を与え、自主管理体制の要員の確保と育成を図
るとともに、安心・安全で衛生的な病院寝具類を患者に提供することを目的とする。 

 
2. 講習会開催日時・定員及び講習会場 

日時 ⚫ 令和 4年 10月 27日 (木) 13:00 ～ 17:10 
〃   28日 (金)  9:00 ～ 17:00 

定員   ⚫ 100名（定員になり次第締め切り） 

会場 ➢ 大阪 新梅田研修センター(Lホール ) 

➢ 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 6-22-20  
 ℡06-4796-3371 Fax 06-4796-3378 

 
3. 受講資格 

(1) 患者等の寝具類関連業務に従事した通算実務経験年数が次の基準以上の者 
① 大学(4年制以上)卒業後、1年以上実務経験を有する者 
② 短期大学(2年制以上)及び専門学校（「注」に限る）卒業後、3年以上実務経験を有する者 
③ 高等学校(3年制以上)卒業後、5年以上実務経験を有する者 
④ 中学校卒業後、8年以上実務経験を有する者 

※「注」の専門学校とは、学校教育法第 124条に基づき設立された専修学校に学校教育法 
第 125条に定める専門課程を有する学校をいう。 

(2) 上記(1)と同等以上の経験があると病院寝具管理士認定審査委員会で認めた者 
 
4. 受講料 

(1) 会 員：無料 
(2) 非会員：20,000円 

※ 受講料にはテキスト代含みます。 
※ 一旦納入された受講料は、返還できませんのでご了承ください。 

 
5. 令和 4年度(第 28回)講習会 プログラム(講習科目・講師等) 

10月 27日 （木) 
  12:30 ～ 13:00 開場及び受付 
  13:00 ～ 13:10 開会挨拶               一般社団法人日本病院寝具協会 理事長 小野木孝二 
  13:10 ～ 14:10 厚生行政の現況と関係法規の解説 
                     厚生労働省医政局地域医療計画課 

医療関連サービス室 室長 原  慎二   
  14:15 ～ 15:00 クリーニング業法の解説  厚生労働省医薬・生活衛生局  

生活衛生課 課長補佐 後藤  孝 
15:00 ～ 15:15 休憩 
15:15 ～ 16:00 環境衛生 
         花王プロフェッショナル・サービス株式会社 

カスタマーソリューション 2部 統括部長 小島 克夫 
16:00 ～ 16:05 休憩 

  16:05 ～ 17:05 寝具類の洗濯技術 
ライオンハイジーン株式会社 商品企画グループ ディレクター 斉藤 純一 

  17:05 ～       日本病院寝具協会からのお知らせ 
10月 28日 (金) 

   9:00 ～ 10:00 寝具類の消毒に関するガイドライン(衛生自主基準含む) 
           ワタキューセイモア株式会社 生産本部 技術部   部長   山本 恭弘 
  10:05 ～ 11:20 寝具類洗濯工場の生産管理 
           ワタキューセイモア株式会社 生産本部 生産管理部 部長   細井  修 

（別紙 1） 



11:25 ～ 12:10 医療関連サービスマーク制度 
一般財団法人医療関連サービス振興会 審査部長 菅沼  洋 

  12:10 ～ 13:10 昼食 
 
  13:10 ～ 14:10 感染症対策 北里大学医療衛生学部環境衛生学研究室 元専任講師 秋山    茂 

14:10 ～ 14:20 休憩 
  14:20 ～ 15:35 寝具類洗濯工場の機械と技術(連洗の洗浄ガイドライン含む) 
                       社会福祉法人北海道光生舎 理事長 髙江 智和理 

15:45 ～ 16:20 業務代行保証制度及びリネン業界の動向 
社会福祉法人北海道光生舎 理事長 髙江 智和理 

16:25 ～ 16:45 認定証等交付及び閉会挨拶 
一般社団法人日本病院寝具協会   副理事長 髙江 智和理 

 
6. 認定証 

本講習会の全課程を新規に受講した者に対し、講習会終了後、講習会場にて、病院寝具管理士の
認定証を交付いたします。また、再受講者(既認定者)には、修了証書を交付いたします。 
この認定証の交付を受けることにより、厚生労働省の定めた｢病院寝具類の受託洗濯施設に関する

衛生基準｣第 3｢自主管理体制｣に定める｢衛生管理を行わせるその他適当な者(病院寝具管理士)｣とし
て認められることとなります。 
ただし、受講にあたり本人の都合による講義への遅刻、早退、欠席した場合には、原則として認

定証の交付はいたしません。 
 
7. スケジュール 

7月 1日(金) 案内開始 

7月 1日(金)～7月 15日(金) 受講申込受付 

8月中旬 受講決定通知、受講料納入 

10月 27日(木)～10月 28日(金) 講習会開催 

10月 28日(金)講習会終了後 認定証交付 

 
8. 申込手続き 

受講希望者は提出書類を整え、定められた申込期間内に、所属会社・工場等所在地管轄の支部に
直接お越しいただくか、郵送で提出してください。 
(1) 申込受付期間【ホームページ(http://www.nbsk.net)に掲載しています。】 

令和4年7月1日(金)～7月15日(金)<受付時間は土・日・祝日を除く平日9時～17時> 
※定員に達した場合は、その時点で申込受付を終了いたしますので、予めご承知ください。 

(2) 申込先 
所属会社・工場等所在地管轄の支部に提出してください。 
管轄の支部は、「10.受講申込書提出先」にて確認してください。 

(3) 提出書類 
病院寝具管理士認定講習会受講申込書（申込書 1部につき 1名の申込みでお願いします）1通 

(4) 提出方法 
受講申込書に必要事項すべてを記入し、提出期限までに所属会社・工場等所在地管轄の支部に
直接お越しいただくか、郵送で提出してください。 
但し、郵便等で送付された場合の未着については、一切責任を負いません。 
なお、受講申込書提出に当たり、封筒の表に「病院寝具管理士認定講習会受講申込書在中」と
明記してください。 

 
9. 受講申込手続後 
【会員】 
受講決定通知の発送時期は、令和 4 年 8 月中旬～9 月上旬となり、決定通知書と共に受講票、会場
案内図等の関係資料を送付いたします。（講習会に使用するテキストは、講習会初日にお渡しいたし
ます。） 

【非会員】 
(1) 受講決定通知は、受講料の振込み案内と併せて受付期間終了後に郵送いたします。発送時期は、

令和 4年 8月中旬～9月上旬となります。 
(2) 受講決定通知を受けた方は、１週間以内に受講料を当協会が指定する口座へお振込みください。 

なお、振込手数料は各受講者の負担となります。 



(3) 当協会において入金を確認後、受講票、会場案内図等の関係資料を送付いたします。（講習会に
使用するテキストは、講習会初日にお渡しいたします。）なお、講習会開催日の 7 日前までに受
講票等の資料が到着しない場合は、必ずご連絡ください。受講できない場合があります。また、
指定した口座にお振込みいただけない場合も受講できませんのでご了承ください。 

 
10. 受講申込書提出先 

受講申込書の提出先は、所属会社・工場等の所在する都道府県を管轄する支部となります。 
下記から該当する支部を確認の上、申込書を提出してください。 

所属会社・工場等の所在都道府県 
申込書提出先 

支部の名称 〒 住所 電話・FAX 番号 

北海道 一般社団法人日本病院寝具協会 

北海道支部 

065-0014 北海道札幌市東区北 14条東 12丁目 1番 3号

(北海道クリーニング生活衛生同業組合内) 

(011)731-6700 

(011)731-1177 

青森県、岩手県、秋田県、山形県、

宮城県、福島県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

東北支部 

980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目 9-20 

(大永ビル 201 号室) 

(022)261-1546 

(022)261-1538 

新潟県、長野県、山梨県、茨城県、

栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

関東甲信越支部 

101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 2-7 

(第六東ビル 405 号室) 

(03)3862-4080 

(03)3865-0188 

静岡県、富山県、石川県、愛知県、

岐阜県、三重県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

東海北陸支部 

500-8828 岐阜県岐阜市若宮町 9-16 

(トーカイビル 8F) 

(058)263-5125 

(058)263-5192 

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

近畿支部 

542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 1-11-9 

(長堀八千代ビル 8F) 

(06)6261-3689 

(06)6261-3689 

島根県、岡山県、広島県、鳥取県、

山口県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

中国支部 

756-0036 山口県山陽小野田市西高泊大塚 1352-11 

(西日本医療サービス株式会社内) 

(0836)83-4376 

(0836)83-4378 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 
一般社団法人日本病院寝具協会 

四国支部 

761-8032 香川県高松市鶴市町 2025-3 

(株式会社トーカイ内) 

(087)881-9979 

(087)882-0442 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄

県 

一般社団法人日本病院寝具協会 

九州支部 

810-0013 福岡県福岡市中央区大宮 1-1-7ニューガイアリ

ルーム薬院駅前 NO.21-501 号  

(092)524-8310 

(092)524-8310 

 
11. 申込及び受講に関する問合せ 

 本部・支部の名称 〒 住所 電話・FAX 番号 

(1) 一般社団法人日本病院寝具協会 本部 103-0026 東京都中央区日本橋兜町 16－5 
(Y’sビル 8Ｆ） 

(03)5623-0321 
(03)5623-0322 

(2) 一般社団法人日本病院寝具協会 北海道支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 東北支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 関東甲信越支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 東海北陸支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 近畿支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 中国支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 四国支部 
一般社団法人日本病院寝具協会 九州支部 

10.受講申込書提出先に同じ。 

 
12. 注意事項 

(1) テキストについて 
講習会で使用するテキストは、講習会初日に、受付にて受講票と引き換えにお渡しいたします。 

(2) 宿泊施設及び昼食について 
受講決定通知書の送付時に別途、宿泊施設の案内をいたしますので、事前にお申込ください。 

(3) 個人情報の取扱について 
当講習会にお申込いただいた際の個人情報(氏名、住所等)は、法令等により個人情報の提供を
要求された場合を除き、当講習会に関係する業務の範囲内に限定して利用させていただきます。 

 
13. その他 

(1)本講習会の開催案内については、当協会ホームページ(http://www.nbsk.net)に掲載しています。 
(2)台風・地震等の自然災害や幾重ものトラブルが重なるなどの不測の事態に陥り、本講習会の開催 
が危ぶまれる場合には、当協会本部事務局のホームページに開催の可否について掲載いたします
のでご注意願います。 
 ・あらかじめ開催が困難と判断される場合には、開催日前には開催可否を掲載する。 

  ・開催可否の判断がぎりぎりになるような場合には、開催日当日午前 8時 30 分までには開催可
否を掲載する。 

(3)新型コロナウイルス感染防止の観点から、規模の縮小(例:定員 100名⇒50名)、延期又は中止と
なる場合もしくは実施の方法の変更もあり得ますのでご留意のほどお願いします。 


