
 

 

 

 

病院情報システム更新業務委託に係る 

条件付き一般競争入札（プロポーザル）実施要綱 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年５月３１日 

富山県済生会高岡病院 
  



- 1 - 
 

病院情報システム更新業務委託 

条件付き一般競争入札（プロポーザル）実施要綱 

 

 

1 趣旨 

富山県済生会高岡病院において病院情報システム更新業務を条件付き一般競争入札（プロ

ポーザル）により選定するため、必要な事項を定めるもの。 

 

2 業務概要 

（1）業務名  富山県済生会高岡病院の病院情報システム更新業務 

（2）業務内容 「富山県済生会高岡病院 病院情報システム更新業務仕様書」のとおり 

（3）稼動開始日   平成 30年 12月 1日 

 

3 参加資格要件 

以下の要件を全て満たすものとします。 

（1）現在、3年以上にわたって（同程度のシステムによる更新契約を含む。）病床数 250床以

上の公立・公的病院（医療法第 31条）の内、病院情報システム更新業務委託全般を一括

して受託している実績を有すること   

（2）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないもので

あること 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続の申立てをしている者又は民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者でない

こと。 

(４)業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、こ

れらを受けていること。 

(５)国税及び県税の滞納がないこと 

(６)次のいずれにも該当しないこと 

  ア 取締役等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合に

はその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表

者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に

関与していると認められるとき。 

  ウ 取締役等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 

  エ 取締役等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい
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ると認められるとき。 

  オ 取締役等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

  カ 取締役等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用し

ているとき。 

(７) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2

号から第 4号まで又は第 6号の規定に該当しない者で構成されていること。 

(８) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第 2

条に規定する風俗営業、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業及びこれらに類する業

を営む者でないこと。  

(９) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第 5

条第 1項に規定する観察処分を受けていないこと。 

 

４ 入札参加資格の審査 

この入札に参加しようとする者は、３ 入札参加資格要件に係る資格審査のため、以下に 

示す提出書類を提出し、入札の参加資格があることの確認を受けなければならない。  

なお、期限までに提出書類を提出しない者又は入札の参加資格がないと認められた者は、こ

の入札に参加することができません。 

① 提出書類 

  （1）病院情報システム更新業務参加表明書兼誓約書（様式 1号） 

（2）応募資格要件確認書（様式 2号） 

  （3）会社概要及び業務実績（様式 3号） 

   （4）財務諸表（直近の賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等） 

  （5）納税証明書（市町村税及び国税の納税証明書） 

   （6）保守運用管理支援体制（様式 4号） 

  （7）システム提案書（見積フォーマット、ソフトウェア一覧、富山県済生会高岡病院カルテシス 

テム等病院情報システム再構築仕様書） 

   （8）添付書類 

     ア 商業登記簿謄本（発行から３か月以内のもので写し可） 

     イ 過去３か年の決算書 

 

② 参加資格通知  

参加資格を認められた者には平成 30年 6月 14日(木)に入札参加資格通知書を送付しま

す。尚、入札参加申請者は、入札日の前日までの間において､富山県済生会高岡病院から

入札要綱において求められた条件に関し説明を求められた場合には､入札参加申請者の負

担において完全な説明をしなければならない。 

 

５ 提出部数 正本 1部、副本 9部  計 10部 （但し、（７）のシステム提案書は 20部） 
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６ 提出先 

〒933-8525   富山県高岡市二塚 387-1 富山県済生会高岡病院 管財・調達課  

  電 話： 0766-21-0570 FAX： 0766-23-9025 

 

７ 提出方法及び期限 

平成 30年 6月 12日（火）午後４時 00分（必着）までに、持参又は郵送（簡易書留郵便又は

民間事業者による書留郵便に準ずるもの）により提出願います。 

 

８ 質問の受付及び回答 

この実施要綱及び仕様書に関し質問がある場合は、質問書（様式第５号）を下記により

提出してください。なお、電話及び口答による質問は受け付けません。 

 （1）提出方法 持参又はメール 

 （2）提出先 富山県済生会高岡病院 医事課 田村 

                  Email：tamura.masayoshi@takaoka-saiseikai.jp 

 （3）提出期間 平成 30年 6月 4日（月）から平成 30年 6月 5日（火）午後４時まで。 

 （4）受付時間 午前 8時 30分から午後４時 00分（土・日曜日及び祝日を除く） 

 （5）回  答 平成 30年 6月 8日（金）までに、当院ホームページに掲載して行いま

す。 

 

９ 落札者選定方法 

（1）審査委員会を設置し、提案書等の内容について審査のうえ、最優秀提案者を選定しま

す。 

（2）評価項目・評価の観点と基準 

評価項目及び評価の視点 

１．価格に関する評価 

 
・システム更新に係る総費用（稼動後 10年間の保守運用管理支援費を含む）の最

も安価な者より順に評価を行う。 

２．仕様に関する評価 

 
・仕様書記載する要求事項の充足状況。 

・システム詳細仕様書に対する回答内容。 

３．提案に関する評価（同種業務の実績） 

 

・業務実施にあたり十分な実績を有するか。（250床以上の病床数を有する病院に

おける業務実績） 

・業務遂行体制、進行管理体制等が十分に確保されているか。 

４．総括責任者及び担当主任の実績 

 

・業務実施にあたり十分な実績を有するか。（250床以上の病床数を有する病院に

おける業務経験） 

・病院業務を理解し、精通しているか。 
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５．業務内容の理解度 

 ・業務の目的、内容を理解しているのか。 

６．実施方針 

 ・どういったシステムを構築したいのか、方針が明確か。 

７．スケジュール 

 

・委託期間内に完了できる無理の無いスケジュールであるか。 

・各工程の業務量は妥当か。 

・テスト、リハーサル及び操作習熟研修が十分なされるか。 

８．セキュリティ対策 

 ・情報セキュリティに対する対策及び理解はあるか。 

９．負担軽減 

 ・職員の負担軽減に配慮してあるのか。 

１0．保守体制 

 
・提案内容が病院の方針に沿っており、目的にも合致しているのか。 

・課題の解決方法が十分確認できるか 

11.実現性 

 
・実現方法を具体的に示しており、説得力が十分あるか。 

・説明の裏付けとなる実績を持っているか。 

12．独創性 

 
・専門事業者らしく、自社独自の技術、新しい技術を提案できるか。 

・使い易いシステムするための効果的な考えを持っているか。 

13.プレゼンテーション等に係る評価（提案内容概要、機能紹介、取組姿勢、質疑応答） 

 
・提案資料に基づいた内容であり、分り易いか。 

・質問に対する回答が迅速かつ的確か。 

14. データ移行実施内容 

 
・既存システムのデータ移行範囲が適切であるか。 

・データ移行に係る病院職員の負担は少ないか。 

（3）プレゼンテーション 

  プレゼンテーションは、平成 30年 6月 20日（水）午後 2時より当院第一会議室で当院の

選定委員会において行います。 

プレゼンテーションの出席は、3名以内とする。 

プレゼンテーションは、原則、提案者全員に対し行いますが、提案者が多数となった場合、

書類審査で複数者を選定したうえで行うことがあります。また、後日、当院選定委員 

会から質問をする場合があります。 

（4）最優秀提案者の選定 

後日、提案書類及びプレゼンテーションの結果等を総合的に評価し、最優秀提案者を 

決定します。 
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10 参加辞退 

応募手続き後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を平成 30年 6月１5日（金） 

午後 4時までに（必着）、持参又は郵送により事務局に提出すること。 

 

11 予定価格（委託額の上限額） 

①システム費用額                      195,000,000円（税抜） 

②保守および運用管理支援費用(稼動後 10年間)  280,000,000円（税抜） 

但し、①②の合計の範囲内でどちらかが超過した場合はプレゼンテーションで説明し、 

総合評価といたします。 

 

12 選定結果の通知及び公表 

選定結果は、参加者全員に対し、書面により通知します。 

併せて、最優秀提案者は、その法人名あるいは個人名を当院ホームページにおいて公表 

します。 

 

 

13 選定後の手続き 

（1）委託者は、審査結果通知後、社会福祉法人恩賜財団済生会富山県支部の理事会承認

を得た上で、最優秀提案者と別途協議を行い、協議が整った場合に契約を締結します。 

（2）最優秀提案者との協議が整わない場合は、最優秀提案次点者と同様の契約手続きを行

います。 

 

14 留意事項 

（1）当入札の参加に必要な経費は、参加者の負担とします。 

（2）提出された書類は変更及び返還を求めることができません。 

 

15 問合せ先 

富山県済生会高岡病院 管財・調達課 大浦 

  電 話： 0766-21-0570 FAX： 0766-23-9025 

 Email：oura.fuyuhiro@takaoka-saiseikai.jp 


