
質疑応答表
沖縄県立北部病院、細菌・感染管理システムのプロポーザル実施要領等に関する質問事項について、以下のとおり回答します。

NO. 資料名称 頁 項目番号 該当項目 質問内容 回答欄
1 細菌・感染管理_仕

様書案(Excel)
1 0.1.1.2.1 導入する各システムにおけ

る操作ログやアクセスログ
を抽出、管理できること。

入札仕様書の回答欄への回答方法は、「〇,
×」になりますでしょうか？
基本要件0-1-1-2-1の解答欄では
「A,B,C1,C2,D,E」以外回答できません。

入力規則が数式で入ってましたので入力規則
抜いた仕様書を再度ダウンロードしてくださ
い

2 ３　様式一式(Word) 様式3 ８ 企画提案書等の提出
（１）提出書類：参加申込を行った者は、次
に掲げる資料を作成し、提出すること。
ア 企画提案応募申請書（様式）
イ 会社概要
ウ 業務実績
エ 企画提案書
オ 見積書及び積算根拠資料
カ 契約書（案）
キ 仕様書（案）

上記「カ　契約書（案）」「キ 仕様書
（案）」はどのような内容でしょうか？恐れ
入りますが、ご教授頂けますようお願い致し
ます。
また、様式が定めされていない資料について
は、フリーフォーマットでよろしいでしょう
か？

「カ 契約書（案）」について、ホームペー
ジ該当箇所へ掲載しておりますのでご参照下
さい。
「キ 仕様書（案）」とは、貴社の提案書や
機能説明のことです。
契約書（案）、仕様書（案）とも、当院から
提供しているものに赤字で、二重線で加筆、
修正の上提出ください。
また、加筆・修正した部分については、ご提
案いただく際にひとこと触れてください。
契約書、特に仕様書に関しましては、当院が
想定する内容、仕様を記載しておりますの
で、金額とともに評価の要となっております
ことをご留意ください。
特に定めのないものについてはフリーフォー
マットで結構です。規格はA4またはA3３つ折
りでA4サイズとすることとなっておりますの
で、ご留意の上、貴社製品の良さが伝わる資
料を提出ください。

3 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

0.2.1.1.4
1.9.1

「データ移行に当たっては
プログラムによる移行の場
合は既存システムからの
データ抽出費用や必要とな
る費用は全て受託者にて負
担すること。
プログラムによる移行がで
きない場合も、パンチ入力
等の代行入力手段による場
合も同様に全て受託者にて
負担すること。」
「現在、運用している細菌
検査システム内のデータを
全て新システムへ移行する
こと。」

内容：基本要件の０－２－１－１－４及び細
菌システムの仕様案の１－９－１の「
データ移行要件」について、今回、ご提出し
ますシステム導入費用の見積に、既存
の細菌検査部門システムから過去の検査デー
タやマスタを抽出する費用を見積金額
に含めないように、仕様書案の内容変更を提
案してもよろしいでしょうか？
既存の細菌検査システムから過去の検査デー
タやマスタを抽出する費用については
、当社のこれまでの入札経験で、既存のシス
テム会社から非常に高額を請求される
ことが想定されます。とくに、同じプロポー
ザルに参加される企業がデータを抽出
する側のシステム会社だった場合、ライバル
企業に対して相当に高額なデータ抽出
費用を提示され、上限額が決められている見
積コスト内での競争において不平等が
生じると思われます。例えば、既存の細菌シ
ステムからのデータ抽出分の費用につ
いては、システム導入費用とは別途で予算枠
を設けて頂き、病院様が直接既存のシ
ステム会社と金額交渉をして頂けるような救
済案をご検討頂けると幸いです。（も
ちろん、弊社側でデータコンバートを行い、
抽出されたデータを移行する分の費用
については、当社の見積金額に含めます。）
ご検討、よろしくお願い申し上げます。

全て見積り費用に含めてください

4 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

2 1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3

「血液培養装置とオンライ
ン送信を行うこと。」
「同定装置とオンライン送
信を行うこと。」
「感受性装置とオンライン
送信を行うこと。」

内容：細菌検査システム仕様書案の1－9－
21、1－9－22、 1－9－23、に記載され
ている血液培養装置、同定装置、感受性装置
の計3台それぞれの装置をオンライン接
続することで理解してよろしかったでしょう
か。費用について分析器更新の機器予
算の方に含める方向だと事前にお聞きしてい
ましたが、その条件で貴院の仕様書案
の変更を提案し、システムの見積金額を提示
しても差し支えないでしょうか。

全て見積り費用に含めてください

5 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

2 1.7.1 「抗酸菌のPCR、DDH、MICな
ど細菌検査システムから依
頼できること。」

内容：細菌検査システム仕様書案の1－7－1
に記載されている外注検査連携について
の記載ですが、外注先の過去の接続実績の有
無やその仕様により、見積金額が異な
りますので、想定されている外注先の企業名
を教えてください。
なお、弊社提案予定の細菌検査システムの追
加オプションとして外注先連携の拡張
機能はございますが、この度の構築費用や作
業工数の点で、貴院が提示されている
経費上限額（税込22,000,000円）以内での見
積提示が厳しいと予想される場合は、
仕様書案の変更を提案させて頂いてもよろし
いでしょうか。

外注先は「SRL社」です
オプションであれば、回答を「△」にし、備
考欄に理由及び金額を記載してください
また見積り費用に含めるようお願いします

6 内容：上位電子カルテシステムとの連携は貴
院の細菌検査システムと感染管理シス
テム双方の仕様書案に書かれている内容を実
践するのに不可欠と思われます。
当社システム側の上位電子カルテ（SSI）イ
ンターフェイス構築費用はもちろん見積
に含めてご提案しますが、 上位電子カルテ
メーカー側から要求される連携接続費用
について事前に見積を取得したところ、非常
に高額でしたので、この金額を含める
と経費上限額（税込22,000,000円）に収まら
ないと想定されるため、この分の費用
については、この度当社の提示する予定のシ
ステムの見積内容に含めなくても差し
支えないでしょうか。

見積り費用に含めるようお願いします
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質疑応答表
沖縄県立北部病院、細菌・感染管理システムのプロポーザル実施要領等に関する質問事項について、以下のとおり回答します。

NO. 資料名称 頁 項目番号 該当項目 質問内容 回答欄
7 細菌・感染管理_仕

様書案(Excel)
内容：仕様書案を拝見しまいたが、細菌検査
システムのクライアント台数について
の記載がございませんでした。当社が提案で
きる台数で提示しても差し支えないで
しょうか。なおサーバについては事前に仮想
化サーバを想定しておりましたが、そ
の理解でよろしかったでしょうか。 またプ
リンターやケーブル類、HUBなどのハー
ドは提案内容のシステム構成によって見積に
含めて提示しますが、機種や仕様のご
指定はございますか。

クライアントに関しまして、基本的に電子カ
ルテと相乗りを予定してます。
しかし専用端末等が必要であれば必要台数の
提示お願いします。
サーバーに関しまして、仮想化を予定してお
ります。
プリンター等もシステム同様、相乗りで問題
なければ見積りに含める必要はございません
専用機器として必要であれば見積りに含めて
ください

8 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

1 0.1.3.2.1 「設計・導入スケジュール
は2020年2月1日稼働（数日
の前後は構わない）を遵守
すること。
またシステム構築は契約後
速やかに開始し、本稼働ま
での期間内で契約したサブ
システムも含み受託業者が
責任をもって全システムの
稼働を行い、かつ病院職員
へのリハーサル・リーダ教
育・訓練等の支援を行うこ

内容：基本要件仕様0－1－3－2－1「設計・
導入スケジュールは2020年2月1日稼働
（数日の前後は構わない）を遵守すること」
について、仕様書案の修正を提案して
もよろしいでしょうか。稼働までの期日が短
いため、データ移行を含めシステム構
築の工数的に困難です。上位システム側や病
院スタッフとの綿密な打ち合わせに基
づきシステム構築をしないと、真に皆様が活
用できるシステムの構築をご提案する
ことが困難です。

第一優先交渉権取得後、工程表を提出してい
ただき調整致します

9 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

1 0.1.3.2.1 「設計・導入スケジュール
は2020年2月1日稼働（数日
の前後は構わない）を遵守
すること。
またシステム構築は契約後
速やかに開始し、本稼働ま
での期間内で契約したサブ
システムも含み受託業者が
責任をもって全システムの
稼働を行い、かつ病院職員
へのリハーサル・リーダ教
育・訓練等の支援を行うこ
と。」

納入期間につきまして、令和2年1月31日と
なっておりますが、貴院では、感染管理シス
テムは初めての導入となり、ICTの皆様及び
電子カルテベンダー様とは詳細な打合せを行
うことになります。
弊社としましては、システム業者決定から、
約２カ月弱でのシステム稼働となると、とて
も短納期であり、ICTの皆様及び電子カルテ
ベンダー様にご協力頂いたとしましても、
100%完成したシステムを納品することができ
ません。
細菌検査システムにつきましても、現行シス
テムからのデータ移行、運用の確認、マスタ
の整備、検査装置との連携がありますので、
感染管理システムと同様です。
上記を考慮しまして、システム稼働を3月中
旬への変更を希望致します。
恐れ入りますが、ご検討頂けますようお願い
致します。

第一優先交渉権取得後、工程表を提出してい
ただき調整致します

10 細菌・感染管理_仕
様書案(Excel)

1 1.9.1.1 「現在、運用している細菌
検査システム内のデータを
全て新システムへ移行する
こと。」

仕様書 1.細菌検査 1)9)1)データ移行要件に
て、「現在、運用している細菌検査システム
内のデータを全て新システムへ移行するこ
と。」
とありますが、提出するお見積には現在の
データ抽出作業も含めるのでしょうか。

見積り費用に含めるようお願いします

11 細菌検査システム及
び感染管理システム
導入に係る
企画提案実施要領
（PDF）

プレゼンテーションの実施日時をご教授お願
いいたします。

令和元年 11 月 28 日(木)15 時～17 時
沖縄県立北部病院　第二会議室
です

12 企画提案書等の提出書類に
ついて

ウ 業務実績について、本提案製品の導入実
績という理解でよろしいでしょうか。
また次期、件数についてのご指定はございま
せんでしょうか。
（例：直近5年間の実績10件以内、等）

業務実績については２００床以上の病院への
過去３年間の当該機器の導入実績をお示しく
ださい。
また、同機が新機種の場合、同機とは別に従
来機の実績もお示しください。

13 契約書について ８．企画提案書の提出(6)留意事項：ク　契
約書は仕様書と同様に沖縄県立北部病院から
提供される様式等ございますでしょうか。ま
た当社の様式でもよいのかご教授お願い致し
ます。

契約書（案）につきまして、ホームページ該
当箇所へ掲載しておりますのでご参照下さ
い。そちらに赤時で、二重線で加筆・修正く
ださい。また、修正箇所については、ご提案
いただく際に一言触れてください。
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