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佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台設置事業者募集要項 

 

１ 目的 

  佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台を設置する事業者を公募に

より選定するため、必要な手続等について定める。 

 

２ 選定方法 

  設置事業者の選定は、プロポーザル（公募型提案）方式により行う。 

 

３ 事業概要 

（１）事 業 名：佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台設置事業 

 

（２）事業内容：医療安全と業務の効率化を目的として床頭台を変更し、既存の電子カルテ

と連携した情報が自動で表示されるベッドサイド情報端末付床頭台を設

置する。合わせて、バイタル連携機能付測定器も導入する。 

 

（３）契約期間：業務開始日から原則７年間とする。（契約期間の満了をもって契約        

は終了し、原状回復を行うものとする。ただし、双方の合意の下で契約期

間を延長することができる） 

 

（４）契約形態：リース契約またはレンタル契約を締結する。 

 

（５）設置場所：長崎県佐世保市平瀬町 9番地 3 佐世保市総合医療センター 

 

（６）病院概要 

① 病 床 数：５９４床 

② 診療科目：３１科 

③ 診療時間：午前８時３０分から午後５時１５分 

④ 休 診 日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年

始期間（12月 29日～１月 3日） 

⑤ 病床稼働率：一般病床 ５１２床 ８２．５％ （平成 30年度） 

⑥ 電子カルテ：富士通カルテ HOPE EGMAIN－GX 

 

４ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次にあげるすべての要件を満たしている者とする。 

（１）法人であること。 
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（２）暴力団又はその他暴力的集団の構成員や、反社会的又は公共の安全や福祉を脅かすお

それのある団体等に属する者でないこと。また、それらの団体等とかかわりがない者で

あること。 

 

（３）参加申込書の提出期限日以前６か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切

手を出していないこと。 

 

（４）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

（５）公募開始前日までの過去 1年間に、行政処分を受けた者でないこと。 

 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続き開始の申

し立てがなされていない者又は会社更正法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規

定による更生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。ただし、民事再生

法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続き開始

の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、

再生手続き開始又は更生手続き開始の申し立てをなされなかった者とみなす。 

 

５ 選定スケジュール 

  ・公告及び募集開始             令和 ２年 １月３１日（金） 

  ・現場確認                ①令和 ２年 ２月 ４日（火） 

                       ②令和 ２年 ２月 ６日（木） 

                       ①・②１５：００～１６：３０ 

  ・参加申込書、質問書提出期限        令和 ２年 ２月 ７日（金） 

  ・質問書に対する回答期限          令和 ２年 ２月１４日（金） 

  ・参加資格要件の確認結果通知        令和 ２年 ２月１４日（金） 

  ・提案書の提出期限             令和 ２年 ３月 ９日（月） 

  ・プレゼンテーション等の実施        令和 ２年 ３月１６日（月） 

  ・最終審査結果の通知            令和 ２年 ３月２３日（月） 

 

６ 提示書類 

（１）提示書類 

  ① 佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台設置事業者募集 

要項（本書） 

  ② 佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台設置事業仕様書（別紙１） 

  ③ 参加申込書（様式第１号）、質問書（様式第２号）、佐世保市総合医療センターベッ
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ドサイド情報付床頭台設置にかかる提案書（様式第３号）、提案者概要（様式第４

号）、業務実績（様式第５号）、業務実施体制（様式第６号）、提案書（任意様式） 

 

（２）提示期間 

 令和２年１月３１日（金）から令和２年２月７日（金）まで 

 

（３）提示場所 

  佐世保市総合医療センターのホームページで公開 

 

７  担当部署（問い合わせ先及び各種書類提出先） 

   〒８５７－８５１１ 

佐世保市平瀬町９番地３ 

佐世保市総合医療センター 医療支援課 医療安全管理部 担当：古田 

電 話０９５６－２４－１５１５ 

ＦＡＸ０９５６－２２－４６４１ 

Email：sousien@hospital.sasebo.nagasaki.jp 

 

８ 応募手続 

（１）提出書類 

  ・参加申込書（様式第１号） 

  ・会社案内・概要書（任意様式） 

  ・登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。コピーは不可） 

  ・印鑑登録証明書（発行後３か月以内のもの。コピーは不可） 

  ・納税証明書（市町村税、消費税及び地方消費税）（発行後３か月以内のもの。コ 

ピーは不可） 

 

（２）提出期限 

  ・令和２年２月７日（金）１７時（必着） 

 

（３）提出部数 

   各１部 

 

（４）提出場所及び提出方法 

   担当部署へ郵送（書留）又は持参により提出すること。なお、郵送の場合は提出期限

の令和２年２月７日（金）１７時必着とする。 
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（５）参加資格要件の確認 

   提出期限までに応募手続きに係る書類の提出があった者に対して、参加資格要件  

を全て満たしているか否かを確認した後、参加資格の有無について、令和２年２月 

１４日（金）までに参加資格確認結果通知書を発行する。 

 

９ 質問書の提出 

質問及び回答については次のとおりとする。 

 （１）質問方法 

   質疑がある場合は、質問書（様式第２号）により質問すること。 

  

（２）提出期限 

   令和２年２月７日(金)１７時必着 

 

 （３）提出先 

   担当部署 

 

 （４）提出方法 

   質問書を Word 形式のファイルで電子メールにより提出すること。なお、送信時には

必ず到達確認の連絡を行うこと。 

 

 （５）質問に対する回答 

   質問に対する回答は、令和２年２月１４日(金)までに応募者全員に対し、電子メール

で回答する。なお、回答を受信した際は、必ず受信した旨を記し、送信元メールアドレ

スへ返信すること。 

 

10 提案書の提出 

（１）提案書は、下記の様式による。 

内容 様式 

提案書表紙 様式第３号 

会社概要 様式第４号 

業務実績 様式第５号 

業務実施体制 様式第６号 

提案書 任意様式 



5 

 

（２）提案書の内容 

① 次の内容について明記すること。（審査基準） 

項 目 概 要 内 容 

運営方針及び事業 

実績等 

本事業を行うに当たって 

の運営方針及び事業実績 

本事業の基本的な考え方、コンセプト、平成 29年度以降における

他の病院での事業実績があれば記載すること。 

直近の決算状況 直近２年分の決算状況 経営状況を説明できる財務諸表（決算報告書、貸借対照表、損益計

算書）を提出すること。 

設置機器 

床頭台本体 サイズ、材質、色調、収納、安全面、衛生面、その他について記載

すること。また、床頭台の図面を添付すること。 

テレビ サイズ、スペック、リモコン、イヤホン、その他について記載する

こと。 

冷蔵庫 サイズ、容量、スペック、衛生面、消費電力、音量など、その他に

ついて記載すること。 

電子ピクトグラム サイズ、スペック、機能、電子カルテとの実績、ピクトグラム端末

のウィルス対策、ICカード、その他について記載すること。 

サーバ機・クライアント機、

ＵＰＳ 

スペック、台数、ウィルス対策について記載すること。 

また、システム全体の機器接続構成図を提示すること。 

バイタル連携機器 スペック 

体制 故障時等の対処方法等 故障時等の対処方法（看護師目線とシステム部門目線で行う手順）、

本院への連絡・報告体制等について記載すること。 

日常・定期点検 日常点検及び定期点検の実施方法等について記載すること。 

料金等 リース料及び利用料 リース料及び利用料（日額利用料）について、利用率を７０％、 

８０％、９０％で試算し提出すること 

その他 アピールポイント等 独自の取組や有線チャンネルなど、病院運営への協力等のアピール

ポイント等が有れば記載すること。 

 

（３）提出期限 

  令和２年３月９日(月)正午（必着） 
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 （４）提出部数 

   １１部（正本１部、副本１０部）副本に関しては、会社名は記載しないこと。 

   なお、１部毎にＡ４判のファイルに綴じて提出すること。 

 

 （５）提出方法 

担当部署へ郵送（書留）又は持参により提出すること。 

   なお、郵送の場合は、提出期限の令和２年３月９日(月)正午必着とする。 

 

 （６）提出書類の取り扱い 

  ① 提出された提案書類などは返却しない。また、提案書や必要書類の作成・提出に係

る一切の費用は、応募者の負担とする。 

  ② 本院が特に認めた場合を除き、提出期限後における提案書類の再提出及び差し替え

は認めない。 

  ③ 提出された書類などは、事業者の選定以外の目的には使用しない。 

  ④ 提案内容に含まれる著作権・特許権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負

うものとする。 

 

11 設置事業者の選定と結果の通知 

 （１）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

   提案書の内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング（以下「プレゼン」という。）

を実施し、審査基準に基づき採点及び審査を行う。 

  ① プレゼンの実施日は、令和２年３月１６日（月）とする。（時間、場所などの詳細に

ついては後日連絡） 

  ② プレゼンの時間は、１社当たり３０分程度とする。（プレゼンテーション１５分、   

質疑応答１５分） 

  ③ プレゼンの順番は、提案書類が担当部署へ到着した順番とする。 

④ プレゼン出席者は、１社当たり４名を限度とする。 

  ⑤ プレゼンに使用するプロジェクター及びスクリーンは本院で準備する。その他  

      パソコン等のプレゼンに必要な機器については、提案者が準備すること。 

 

 （２）提案書の審査 

   提案書審査は、「佐世保市総合医療センターベッドサイド情報端末付床頭台設置事業
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者選定委員会」（以下「委員会」という。）において審査基準に沿って審査し、最優秀提

案者及び優秀提案者（次点）の２者を選定する。 

 

 （３）審査結果の通知 

   最終審査結果については、全てのプレゼン参加者に対し、令和２年３月２３日（月） 

までに、書面にて通知する。 

   なお、選定結果及び選定の経過についての問い合わせ、異議申し立てに対しては 

   一切応じない。 

 

12 契約に関する事項 

 （１）契約交渉 

   委員会において、最優秀提案者として選定された事業者に対し、提案内容をそのま

ま実施することを約束するものではなく、仕様書及び提案内容を基にベッドサイド情

報端末付床頭台の設置に必要な具体的条件等の協議並びに調整（以下「交渉」という。）

を行うものとし、この交渉が整った場合において随意契約を行うものとする。ただし、

最優秀提案者と交渉が整わなかった場合は、優秀提案者（次点者）と交渉を行うもの

とする。 

 

 （２）失格事項 

   以下のいずれかに該当する場合又は該当することが判明した場合は、最優秀提案者

及び優秀提案者（次点者）を問わず失格とする。 

① 本要項の規程に違反したもの。 

② 提出書類等に虚偽の内容を記載したもの。 

③ 審査の公平性に影響を与える行為があったもの。 

④ その他、委員会が不適格と認めたもの。 

 

 （３）辞退 

   委員会において、最優秀提案者、優秀提案者（次点者）として選定された事業者は、

本院が契約の相手方として決定するまでの間は、辞退届を提出することにより辞退でき

るものとする。 

 

 （４）参加資格喪失時の取り扱い 

   最優秀提案者を選定した後において、当該事業者が参加資格要件を満たさなくなった
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場合、満たさないことが判明した場合又は辞退した場合は、優秀提案者（次点者）と交

渉を行うものとする。 

 （５）その他 

   ① 契約に関する費用は、全て事業者側の負担とする。 

   ② 書類の作成に於いて、本院から知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。 

    また、提案書類等の作成以外に使用してはならない。なお、本要項による手続 

    きが完了した後も同様とする。 

 

 

以 上 


