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１ 趣旨 

富山市病院事業局（以下、「当局」という。）が開設・運営する富山市立富山市民病院（以

下「当院」という。）が実施する「富山市民病院統合生理検査システム導入事業」において、

公募型の提案競技（以下「プロポーザル」という。）を実施するに当たり、その実施要領等

を定めるものです。 

なお、プロポーザルの結果は本事業に係る契約相手となる交渉権者を決定するためのも

のであり、参加者が本プロポ―ザルで当局へ提案された内容、及び金額のとおりに契約締

結することを約束するものではありません。 

 

 

２ プロポ―ザルの件名 

富山市民病院統合生理検査システム導入事業 

 

 

３ 事業概要 

当院内、臨床検査科（生理機能検査係）や放射線科及び健診センターで行う生理検査に

ついて、使用する生理検査システムを検査種別や担当科に関わらず１システムに統合し、

上位システムとのインタフェイスを再構築することにより、当該検査を担当する所管や職

員にかかわらず、オーダ依頼者が、既存の診療支援統合システム「Yahgee/CITA」のビュー

画面上から、当該検査の実施日と検査種別の情報を基に、速やかに結果やレポートが参照

できる「統合生理検査システム」を整備するものです。 

本事業のゴールは、既存の診療支援統合システム「Yahgee/CITA」のビュー画面上から、

当該生理検査の結果及びレポートが容易に特定でき、速やかに参照でき得る操作性、閲覧

環境を実現することにあります。 

その他詳細については、別紙「提案書等作成要領」を参照してください。 

 

 

４ 納入場所 

富山市立富山市民病院（富山市今泉北部町２番地１） 

この他、納入に付帯する作業の内容等により別場所を認める場合があります。 

 

 

５ 納入期限 

令和４年３月３１日 

 

 

６ 提案限度額 

５４，０００千円（消費税及び地方消費税を含まない額） 

※提案限度額と契約金額は、提案内容により、異なる場合があります。 

 

 

７ 提案書の参加資格 

次のすべての要件を満たす者とします。 

（１）富山市入札参加資格を有すること、または申請を行っており参加表明書提出期限ま

でに受理されていること（ただし、審査の結果、契約締結の時点において、資格を有

さない場合には参加申込資格を満たさなくなったものとみなします。） 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号のいずれ
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かに該当する者でないこと。  

（３）富山市競争入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。 

（４）プロポーザルに参加しようとする他の者との間に、次に規定する資本関係または人

事関係のいずれにも該当しないこと。 

 ①親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する親会社をいう。

以下同じ。）と子会社（同法第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）の

関係にある場合（子会社が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による

再生手続開始の決定又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更

生手続開始の決定（②において「民事再 生法等の再生手続開始の決定」という。）

を受けた会社である場合を除く。）     

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合（子会社の一方が民事再生法等の再

生手続開始の決定を受けた会社である場合を除く。）      

③一方の会社の役員（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第

３号に 規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ）が、他方の会社の役

員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法の規定による更生会社又は民事再

生法の規定による再生手続中の会社である場合を除く。）  

１）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

（ⅰ）会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査

等委員である 取締役      

（ⅱ）会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締 

（ⅲ）会社法第２条第１５号に規定する社外取締役      

（ⅳ）会社法第３４８条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を執行しないこととされている取締役      

２）会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役  

３）会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会

社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがあ

る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

４）組合の理事 

５）その他業務を執行する者であって、１）から４）までに掲げる者に準ずる者 

④一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により選任され

た管財人を現に兼ねている場合。 

（５）プロポーザルに参加しようとする者は、本件に提案する統合生理検査システムを自

社又は関連会社として、開発や販売、導入及び保守を担える態勢であること。 

 

 

８ 誓約書の受理期間、提出先及び方法等 

業務説明資料の交付に当たっては、交付を受ける前に誓約書（様式第１号）を提出する

必要があります 

 

（１）受理期間 

令和３年８月６日（金）～ 令和３年８月１２日（木） 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院医療情報室 同左 

（一般書留または簡易書留） 
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時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

（提出期限必着） 

 

（３）その他、留意事項等  

提出方法に関わらず、誓約書を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話でのご連

絡をお願いします。 

郵送の場合は、発送から受取りの履歴が確認できる方法としてください。 

誓約書の提出は、提出時点で、富山市入札参加資格を有する、或いは富山市入札参

加資格の物品・業務委託等への登録を申請中の者であり、１業者につき１通とします。

入札参加資格に登録（申請中）の事業者名、代表者名での提出をお願いします。 

 

 

９ 業務説明資料の交付期間、交付場所及び方法等 

原則として、来院による交付とします。やむを得ない事情により郵送等を希望される者

は、「２１ 問合せ先」宛、電話でのご連絡をお願いします。 

 

（１）交付期間 

令和３年８月６日（金）９時～ 令和３年８月１２日（木）１７時まで（予定） 

 

（２）交付場所及び方法等 

 直接による交付 

交付先 当院医療情報室 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

交付形式 データファイル（ＤＶＤ等） 

※紙資料による交付なし 

 

 

１０ 参加表明書の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間 

令和３年８月６日（金）～ 令和３年８月１８日（水） 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院医療情報室 同左 

（一般書留または簡易書留） 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

（提出期限必着） 

提出物 ①  参加表明書（様式第２号）

②  企業概要（様式第２号の１）

③  資本関係・人的関係に関す

る調書(様式第２号の２） 

④富山市業者名簿（物品購入

等・業務委託）申請受領書

（写）※令和 3・4 年度入札

同左 
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参加資格を有しない事業者

のみ 

 

（３）その他、留意事項等  

④富山市業者名簿（物品購入等・業務委託）申請受領書（写）は、参加表明書の提

出時点で令和３・４年度富山市業者登録名簿に未登録の事業者のみ、提出してくださ

い。 

提出方法に関わらず、参加表明書を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話での

ご連絡をお願いします。 

 

 

１１ 提案資格確認及び提案提出要請の通知 

参加表明書を受理した参加希望者に対して、当院で提案資格の確認を行い、その結

果を通知します。併せて、提案書の提出を要請します。 

 

（１）通知日 

令和３年８月２３日（月）（予定） 

 

（２）方法等 

参加表明書に記されている住所、商号又は名称、及び代表者職氏名宛に電子メール

及び郵送にて提案資格の確認通知書及び提出要請書を送付します。 

 

（３）その他、留意事項等  

提案資格を満たさないことを確認した参加希望者に対しては、その理由を付して通

知します。 

 

 

１２ 質問の受付期間、提出先及び方法等 

当局より本プロポ―ザルへの提案書の提出要請に係る通知を受けた者が、募集内容に関

する質問がある場合は、以下の方法で受け付けます。それ以外の方法による問い合わせに

は一切応じませんのでご了承ください。 

 

（１）受付期間  

令和３年８月２３日（月）～ 令和３年９月３日（金）１７時まで 

 

（２）提出先及び方法等  

 メールによる提出 

提出先 当院医療情報室 

電子メールアドレス byoin-jyoho＠tch.toyama.toyama.jp 

メール件名 【質問】統合生理検査システム導入事業〈参加者名称〉 

提出物 質問書（様式第４号）･･･ Word 形式 

回答期限 令和３年９月８日（水） 

回答方法 プロポーザル参加者全員にメールで回答 

 

（３）その他、留意事項等  

質問の受付期間中であれば、質問回数の上限は設けませんが、質問書（様式第４号）
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は、前回質問分との合体は避け、新規質問分として作成の上、提出してください。 

質問の回答は、プロポーザル参加者全員にメールで回答いたします。質問元の参加

者名称は公表しません。また、プロポ―ザルの公平性や透明性の観点から、質問文章

等を当院側で調整する場合があります。 

回答の公表に当たっては、当院から質問者に対して個別の連絡は行いません。 

なお、本件プロポーザルに係る内容の訂正や、スケジュールの変更等が発生した場

合も、質問回答の公表にあわせ、プロポーザル参加者全員にメールで通知します。 

 
 
１３ 参加辞退届の受付期間、提出先及び方法等 

誓約書を提出された後、プロポーザルの参加を辞退される場合は、参加辞退届の提

出をお願いします。 

 

（１）受付期間 

令和３年８月６日（金）～ 令和３年９月１５日（水）１７時まで 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院医療情報室 同左 

（一般書留または簡易書留） 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

（提出期限必着） 

提出物 ①参加辞退届（様式第３号） 

②業務説明資料 一式 

同左 

 

（３）その他、留意事項等  

提出方法に関わらず、参加辞退届を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話での

ご連絡をお願いします。 

 

 

１４ 現地説明会の実施 

提案資格の確認通知書及び提出要請書を受理した参加希望者で、希望する者を対象に、

現地説明会を設けます。 

 

（１）現地説明会の日程 

令和３年８月２５日（水）～ 令和３年８月２７日（金）（予定） 

開催時間等の詳細は、当院から現地説明会を希望した者へ別途通知します 

 

（２）概要 

 現地参加 

対象 当院から本プロポ―ザルの提案書の提出の要請を受けた者で、

現地説明会への参加を希望するもの 

参加申請方法 参加表明書（様式第２号）に説明会希望の有無を記載の上、参

加表明書の期限までに提出のこと 

人数 １参加者につき３名以内 

時間 １参加者あたり９０分程度を想定 
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（３）その他、留意事項等  

現地説明会は当院の都合により、日程等が変更となる場合があります。 

説明会の中、写真や動画撮影、及び録音はお断りします。テキストのメモをとるこ

とは構いません。 

現地説明会で生じた質問は、「１２ 質問の受付け期間、提出先及び方法等」にそ

って、質問書（様式第４号）を用いて、現地説明会後にお尋ねください。現地説明会

中の質疑応答は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 
１５ 提案書等の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間  

令和３年９月９日（木）～ 令和３年９月１５日（水）１７時まで 

 

（２）提出先及び方法等 

提案書等の提出方法は当院への持参のみです。受理時に提出物の内容確認を行うた

め、郵送（宅配便を含む）による提出はお受けできません。 

 持参による提出 

提出先 当院医療情報室 

時間 土曜日、日曜日を除く９時～１７時（１２時～１３時は除く） 

提出物 文書種別 様式等 媒体 部数 

①提案書（表紙） 様式第５号 紙 １５部

②提案書（本体） 指定なし 紙 １５部

③マルチベンダチェックシートＡ 様式第６－１号 紙 １５部

④マルチベンダチェックシートＢ 様式第６－２号 紙 １５部

⑤要求仕様チェックシート 様式第７号 紙 １５部

⑥提案見積書 様式第８号 紙 １部

⑦提案見積書内訳 様式自由 紙 １部

⑧ヒアリング参加予定者名簿 様式第９号 紙 １部

①～⑧の電子ファイル一式 - CD-ROM  １組

 

（３）その他、留意事項等  

新型コロナウイルス感染症の流行状況等によっては、当院から参加者に対して郵送

による提出への変更を依頼する場合があります。  
提案書の作成及び提出に係る詳細については、「提案書等作成要領」を必ず確認し

てください。  
 

１６ 選考委員会によるヒアリング日程、場所及び方法等 

 

（１）日程  

令和３年１０月４日（月） 

開催時間等の詳細は、当院から現地説明会を希望した者へ別途通知します 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況等によっては、当院から参加者に対し

て日程の変更を依頼する場合があります。 
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（２）場所及び方法等 

形式 集合・対面、一部オンライン会議参加（Zoom を想定） 

場所 講堂（３階） 

時間 １参加者につき、次の時間配分を予定しています。 

・発表：３０分以内（提案内容の説明） 

・質疑応答：１５分 

内容及び進行順 １）事前提出した「提案書等」を用いた提案内容の説明 

２）提案全体に対する質疑応答 

参加者要件 参加者につき当院において対面で実施するヒアリング参加人数

は３名以内とすること。 

それ以外に提案の業務システム及び機器に係る質疑に対応する

者は、事前に様式第９号で申請した者限り、オンライン会議シ

ステム（「Zoom」を想定）を用いて３名まで参加することができ

ます。  

当院参加者 以下の参加者を予定しています。 

・富山市民病院統合生理検査システム導入事業者選考委員会（以

下「選考委員会」という。）の構成員及び事務局員 

・その他、選考委員会委員長が認める職員等 

その他詳細 当院側で、パソコン（投影用の「提案書」データ及びオンラ

イン会議システムが利用できるもの）、プロジェクタとスクリー

ンを一式（一対）準備します。 

なお、プレゼンテーションへの参加者自身の機材の持込は一

切認めません。 

その他詳細については、参加者に対して別途通知します。 

 

（３）その他、留意事項等 

プロポーザル参加者は、ヒアリングに参加する必要があります。特段の事情がなく、

ヒアリングを欠席する場合は、提案内容に関わらずプロポーザルへの参加を辞退され

たものと扱います。 

ヒアリング時に使用する資料及びプロジェクタでスクリーンに投影する資料は、当

院が要求する場合を除き、提案書等の提出期日までに提出した提案書等に限ります。 

また、当日の進行は当院職員の指示に従うものとし、当院職員等への不要の接触や、

当院が指定する場所以外への立ち入り及び待機等はお控えください。 

 
 
１７ 提案の審査及び評価 

 

選考委員会において、提案書やヒアリングによる総合的な審査を別表「提案書評価採

点基準表」で行い、選定します。 

 
 
１８ 選定結果の通知 

選考委員会における選定結果は、以下のとおり参加者に通知いたします。 

 

（１）通知日（予定）  

令和３年１０月６日（水） 
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（２）方法等 

選定された者（以下「選定者」という。）及び選定されなかった者に対して書面に

より通知します。 

通知は、提案書に記す住所、商号又は名称、及び代表者職氏名宛に郵送により行い

ます。 

 

 
１９ 受注者選定後の契約交渉の期限及び方法 

選定後、当院と選定者で契約に際しての交渉を行います。 

 

（１）交渉期間（予定）  

令和３年１０月６日（水）～ 令和３年１０月２０日（水） 

 

（２）交渉内容（予定） 

ア 提案内容の確認について 

イ 契約内容（仕様等）について 等 

なお、契約内容、契約金額については、要求内容の前提が変わらない範囲の内容変更

を相談・協議する場合があります。 

 

（３）その他、留意事項等 

次に該当する場合は、選定者の提案を無効とし、契約を締結せず、富山市競争入札参

加有資格者指名停止要領に基づき指名停止措置を行う場合があります。 

ア 選定者の諸般の事情等により提案した本件業務が確実に履行できないと当院が判

断したとき。 

イ 選定者が著しく社会的信用を損なう行為等により、本件業務に係る業務委託者と

してふさわしくないと当院が判断したとき。 

ウ 契約交渉の結果、合意が得られないと当院が判断したとき。 

  エ 提出書類に虚偽の記載があったとき。 

 

 

２０ その他特記事項 

 

（１）使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

（２）経費負担 

プロポーザルへの参加及び提案書等の提出物の作成に係る一切の経費は、参加希望

者及び参加者の負担とします。 

 

（３）提供文書や情報の扱い 

当院が参加希望者及び参加者に提供する一切の文書や情報については、本件業務の

プロポーザル参加以外の目的に使用できません。また、当院の事前許可なく第三者に

開示できません。 

 

（４）提出書類の扱い 



 

公募要領 －9－ 

 

当院へ提出された提案書等の提出物は返却しません。 

 

また、情報公開の請求があった場合は、個人情報及び法人等の権利競争上の地位そ

の他正当な利益を害する恐れのあるものなどを除き、公開することがあります。 

 

 

２１ 問い合わせ先（事務局） 

〒939-8511 富山市今泉北部町２番地１ 

富山市立富山市民病院医療情報室 

電 話 ０７６－４２２－１１１２（内線２２１６） 

ＦＡＸ ０７６－４２２－１３７１ 

電子メールアドレス byoin-jyoho＠tch.toyama.toyama.jp 

 

 


