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一般競争入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

1. 公 告 日： 令和 4年 1月 13日 

2. 契約行為者： 所在地 北海道北見市北 6条東 2丁目 1番地 

         施設名 北見赤十字病院 

         契約者 院長 荒 川 穣 二 

 

3. 競争に付する事項 

（1）件  名：手術支援システム 一式 購入 

（2）製 品 名：手術支援システム PrimeGaia 

       日本光電 

（3）受渡場所：北見赤十字病院 サーバ室 

（4）納  期：令和 4年 7月 31日まで 

 

4. 競争参加資格 

（1）競争入札に参加させないことができる者 

  ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

  イ 次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者 

  （ア）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の 

    品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

（イ） 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な 

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（エ）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

  （オ）正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

  （カ）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

  （キ）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当 

たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

  ウ 経営状態が著しく不健全であると認められた者 

（2）北見赤十字病院の入札参加資格者の資格等級において、「物品販売」の「２１９（医

療用機器）」でＡランク以上の認定を受けていること。 

（3）公告の日から開札の時までの期間に、「日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基づ 

   き、日本赤十字社及び北海道内で行われる国又は北海道の物品販売の契約における不正

行為等に基づき、国若しくは北海道からの指名停止等の措置を受けていないこと。な

お、国または北海道において同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場合は、

そのうち早期に指名停止が終了する期間について指名停止等の措置を受けていない
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期間であること。 

（4）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされてい 

ない者、民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく更生手続開始の申立てがな 

されていない者並びに和議法（大正 11年法律第 72号）に基づく和議開始の申立てが 

なされていない者であること。 

（5）商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第 1項の規定による会社の整理の開始を命じ 

   られていない者 

（6）北海道内に本店、支店又は営業所等を有すること。 

（7）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものと 

して、物品の販売等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者で 

ないこと。 

 

5. 担当部署 

所在地：〒090-8666 北海道北見市北 6条東 2丁目 

施設名：北見赤十字病院 

担当者：物流情報管理室 管理課長 永井 慎也 

電 話：0157-24-3115 （内線 1041） 

ＦＡＸ：0157-26-9641 

Ｅ-mail：s_nagai@kitami.jrc.or.jp 

 

6. 入札手続等 

（1）入札説明書配布期間・場所  

期 間：令和 4年 1月 13日～1月 20日 

受付時間 土日祝日を除く 10：00～16：30 

場 所：5.に同じ。 

入手方法：上記日時、場所にて配布を受けるか、郵便またはＦＡＸにてその旨を申

し込む。その後当院から資料一式を郵送。 

（2）本件競争入札参加資格確認申請書及び一般競争入札参加資格認定通知書（写）の提出 

   期間・場所 

    入札に参加する意思のある者は、上記 4（2）の認定通知の写し、及び本件競争入

札参加資格確認申請書を次により提出しなければならない。 

   期 間： 6（1）に同じ 

   場 所： 5.に同じ。 

   方 法： 上記日時、場所に持参又は郵送（必着）により提出するものとする。 

 

（3）入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法 

日 時：令和 4年 2月 10日 9：30 

場 所：北見赤十字病院 大会議室（北館 3階） 

提出方法：上記日時、場所に持参すること。郵送又はＦＡＸによる入札は認めない。 
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7. 契約条件 

契約形態は単体とする。 

 

8. その他 

（1）入札の無効 

     本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載 

をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（2）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札と 

する。 

（3）手続における交渉の有無   無。 

（4）契約書作成の要否      無。 

（5）当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契

約により締結する予定の有無 無。 

（6）関連情報を入手するための照会窓口：上記 5.に同じ。 

（7）競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

    上記 4（2）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者が本件競争に参加する

ために申請書及び資料を提出しようとするときは、その提出期限までに競争入札参

加資格審査の認定を受けていなければならない。 

（8）一般競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の 

  変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められたる事態が発生したとき

は、当該資格の確認を取り消すことがある。 

（9）詳細は入札説明書による。 



品目 ﾒｰｶｰ 型式 数量 備考

手術管理システム 日本光電 1式

【構成】

7500システムライセンス（手術室10床、アンギオ室1床） 日本光電 1

HIS連携プログラム（患者属性・オーダ連携・マスタ連携など） 日本光電 1

タブレット基本プログラム 日本光電 1

JSA麻酔台帳プログラム 日本光電 1

看護計画プログラム 日本光電 1

術前・術後診察記録タブレットプログラム 日本光電 1

術前・術後訪問看護タブレットプログラム 日本光電 1

帳票作成（麻酔記録・麻酔台帳・看護記録・手術伝票など） 日本光電 1

TypeBサーバ 日本光電 SYS-C0270 1

無停電電源装置 日本光電 SYS-C0275 1

24ポートスイッチングHUB 日本光電 SYS-C0276 2

8ポートKVMコンソールスイッチ 日本光電 SYS-C0277 1

データコネクトルータ 日本光電 ZD-353N 1

オラクルライセンス 日本光電 SYS-C0278 1

リモート保守端末 日本光電 SYS-C0045 1

外部機器取込キット 日本光電 SYS-C0034 11

サーバラック NEC N8140-501 1

i-pad（※カバー及び保護フィルム） アップル 12

搬送用モニタ 日本光電 CSM-1702 1

筋弛緩モジュール（加速度式） 日本光電 AF-101P 3

筋弛緩モジュール（筋電図式） 日本光電 AF-201P 1

BISモジュール 日本光電 186-0195-NK 1

体温連続モニタリングシステム 日本光電 TTP 8

データアクイジションユニット 日本光電 JA-690A 10

データアクイジションユニット 日本光電 JA-170P 1

入力ユニット 日本光電 AY-663P 1

ベッドサイドモニタ 日本光電 BSM-1753 1

マルチガスユニット 日本光電 GF-210R 1

麻酔器金具（11式） 日本光電 1

その他

据付調整搬入費用・機器廃棄費用を含むこと。

手術支援システム


