
No 資料名 頁 内容 回答

1 - 各業務における極めて詳細な内容の仕様書
例：２／３公表の「業務要求水準及び参考個別仕様書」
　　の附属資料　③病院運営業務（医療法に基づく政令８業務）
　　（ク）清掃業務の『主要箇所清掃作業基準表』　など
の取扱いはどの様にさせて頂ければ良いでしょうか？
　事業契約書（案）Ｐ.１３の第３８条（業務別仕様書）の第１項に「・・・遅く
とも本病院の開院予定日の４ヶ月前までに、（中略）業務別仕様書を作
成し、市に提出する。」とありますので、見解をお聞かせ願いたいのです
が。よろしくお願い致します。

参考個別仕様書は、あくまでも参考として提示したものです。提案は様式
に従いご提案下さい。契約後には別途、仕様書を提出して頂きます。

2 - 【準備期間について】
公式には1/1～ということですが、設備管理等についてはもう少し早くか
らの準備をすることは可能でしょうか。市の見解を伺いたく。

竣工後、市への建物引渡しがあってから開院までの間、市が建物を管理
する必要があります。その業務をＳＰＣに委ねたいと考えていますので、そ
の準備作業として1月1日以前に設備取扱いに関する説明会の開催を予定
しています。

3 - 【生ゴミ処理機について】
現病院では生ゴミ処理機はどのように運用されているのでしょうか。参考
までに伺いたく。

現病院では、生ゴミ処理機は設置していません。

4 - これまでの質疑応答等で、今後公表予定とされる以下の資料等につい
て、直ぐにご回答をお示し頂くか、公表予定日をお教え下さい。
①「モニタリングについての補足資料」
②「事業契約書（案）の最終改訂版」
③「審査における、項目別配点詳細」
④「総合医療情報システムとの接続仕様書」
⑤「清潔度の要求レベルについて」
⑥「医療機器類の費用負担者に係る解釈の統一見解」
⑦「電話交換業務に係る電話回線数、電話機・中継機の機種、機能、数
量」
⑧「医療機器更新業務に係る対象品区分及びその費用の支払われ方」
⑨「事業契約書　別紙12の第1項」
⑩「市が事業契約を中途解除した場合、SPCが医療機器をリース方式で
整備しているケースにおいて、その買取価額に将来の料率分が含まれ
るか否か」
⑪「提案価格確認用の割引率」
⑫「医療機器の整備に係る市の支払方法」
⑬「診療材料、医薬品に係る想定費用の評価方法について」
⑭「提案価格評価方法について」
⑮「第四回目の質疑に対する回答について」、他

①４月３０日
②４月３０日
③４月２１日
④４月４日配付済み
⑤目安としてください。
⑥４月２１日
⑦３月２７日配付済み
⑧４月２１日
⑨３月２６日に公表した“ＰＦＩ事業契約書（案）の追加修正について”をご参
照ください。
⑩４月３０日
⑪特定事業選定時の割引率と同じ値を使用します。
⑫４月２１日
⑬４月３０日
⑭４月２１日
⑮　－

5 - ＳＰＣ職員が使用する駐車場はあるのでしょうか。また、あるとすれば、
有料であれば、1ヶ月1台あたりの費用はどれぐらいでしょうか？

職員用の駐車場は、現在のところ確保していません。

6 ＳＰＣ整備対象医
療機器・什器備品
リスト（別紙Ｂ）

○「１９４１/２階/検査部門/一般検査準備室/小型検体前処理システム
/自動分注器/ＩＤＳ－２０００ＰＬＵＳ」は尿の分注の為に導入されるので
しょうか。

入力場所が誤っていました。本来、生化学の部屋に設置されるべきもので
す。仕様はご提案にお任せしますのでリストより削除してください。

項目

第４回質問回答
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

7 ＳＰＣ整備対象医
療機器・什器備品
リスト（別紙Ｂ）

１、　参考仕様として挙げられているリストの同等品を提案する場合、記
載方法についてご教示願います。
２、　同等品提案においても、例えばリストＮｏ、３の「テーブル　コクヨ　Ｌ
Ｔ－２１６ＹＫ　３台」とあるものについて、弊社の提案で型式の違うテーブ
ルを１台と２台とする場合などの記載方法についても、ご教示願います。

メーカー欄、型式欄（列）等を追加し、斜体でご記入ください。（金額記入欄
は追加しないでください。）

8 SPC整備対象医
療機器･什器備品
ﾘｽﾄ、病院側整備
対象医療機器･什
器備品ﾘｽﾄ

○上記リストに細菌システム及び細菌機器の記載が有りませんが、本物
品はＳＰＣ側で準備するのでしょうか。機器・システムのスペックをご呈示
願います。

デイドベーリング社の「ウォークアウェイ」という機種を移設予定（移設リスト
２２７０番）ですが、現在の機器は情報システムとの連携を想定していませ
ん。細菌検査システムとの連携を踏まえ、ご提案ください。
なお、基本的に細菌検査は病院が実施します。
外注項目は
・抗酸菌分離培養検査
・ＣＤチェック
・ベロ毒素（O-157，O-111，O-26）
・潜血反応検査（便）
・ヘモグロビン測定（便）
・アデノウィルス抗原（便）
・ロタウィルス抗原（便）

9 検体検査リスト この検体検査リストでの八尾市立病院での検査収入は年間でおいくらに
なっておりますでしょうか。金額をご教示くださいますよう、お願い申しあ
げます。

平成13年度実績では、約690，000千円です。

10 コンピューターシ
ステム提案見積
書

コンピューターシステムの見積について、システムの購入ではなく使用料
の見積でよろしいでしょうか？

提案に委ねます。

11 サービス対価の
算定方法

①本契約が終了した際、八尾市がSPCに対し債権を有してる場合、その
債権をもってSPCへのサービス対価を相殺することはございますか？
②本契約が終了した際、病院がSPCに対し債権を有してる場合、その債
権をもってSPCへのサービス対価を相殺することはございますか？

相殺することも想定されます。また、病院と八尾市は「八尾市」として同一
の主体になりますので、①と②は同様の取扱となります。

12 サービスの対価
の算定方法

4 3 (4) ③ 診療材料、薬品、消耗品等の使用実績額の合計を患者数変動ではな
く、あくまでも月次の使用実績で支払いますと回答していますが、月次の
使用実績とは毎月支払いすると言う事ですか。

他の支払同様、３ヵ月毎に支払います。（ただし、医薬品の扱いについては
関係機関に確認中のため、４月３０日を目処に回答します。）

13 参考個別仕様書 54 2 (1) ② （ア） 定期業務にカーテン類の洗濯、消毒、交換とありますが、カーテンの総
枚数と総面積を窓用カーテン、キュービクルカーテン、暗幕等の種類別
にご提示ください。また洗濯の回数は指示されていませんので応募者の
提案にゆだねるという解釈でよいでしょうか？

カーテンの総枚数と総面積については、図面をご覧ください。なお、窓には
ロールブラインドを設置します。洗濯の回数については提案に委ねます。

14 参考個別仕様書 60 2 （６） ③ （カ） 1 【廃棄物収拾容器について】募集要項（提案審査）附属資料に対する質
問回答Ｎｏ１１２において、「処理委託業者に出す特殊なものを除く」廃棄
物の容器はSPC負担と読むことが出来ますが、言いかえれば「廃棄物処
理フロー図」を参照したとき、一般廃棄物（可燃）と市の専用収集袋が必
要な廃棄物の2項目に限定したものと考えて宜しいですか。

感染性廃棄物及びＲＩ廃棄物を除き、廃棄物フローに基づいて分別収集・
集積を行ううえで、必要ないわゆるゴミ箱類の設置はＳＰＣの負担です。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

15 参考個別仕様書 68 1 (1) ② キ 初再診受付でのＩＤカード発行とありますが、病院整備対象医療機器・什
器備品リストでは、初再診受付にも配置されるのでしょうか？また、救急
受付にも予定しているでしょうか？

初再診及び救急部門に設置する予定です。

16 参考個別仕様書 81 1 ② SPCが直接許可を受けない場合であっても、医薬品については法の定
めにより調達してください。と回答がありますが、医薬品は卸売一般販売
業の許可が無いと、仕入も販売も出来ません。SPCが直接許可を受けな
い場合はＳＰＣ以外で販売業の許可を受ける事は困難です。医薬品は
病院さまが購入して、ＳＰＤ業者が業務を受託し運営するのが適切だと
思います。

関係機関に確認中です。４月３０日を目処に回答します。

17 参考個別仕様書 看護補助業務において、適材人員を配置する為、各階病棟ごとの予定
診療科をご教示願います。

3F　ICU　5床
5F　（東）混合　42床　　（西）産婦人科　45床
6F　（東）一般　45床　　（西）小児科　　 39床　未熟児室　3床　　NICU　3床
7F　（東）一般　48床　　（西）一般　　　　50床
8F　（東）一般　50床　　（西）一般　　　　50床
産婦人科及び小児科を除く各階病棟毎の診療科は現段階では未定です。

18 質問回答書 看護補助業務において、第3回質問回答書には勤務帯は日勤帯との回
答があり、食事の配膳・下善も看護補助業務との回答がございました
が、朝食・夕食の配膳・下善もおこなうのでしょうか？もしおこなうのであ
れば、日勤帯とは何時から何時までなのでしょうか？また、外来の診療
時間は何時から何時を想定されていますか？

現行の病棟の日勤帯は、9:00～17:15です。また、外来の診療時間は、一
般診療9:00～12:00、専門外来13:00～15:00を想定しています。

19 図面番号１,厨房
設備建築配置図

　備蓄倉庫に関しまして、棚等が必要と考えられますが、その費用につ
いては、公共、SPCのどちら側でしょうか。

調達はSPC側ですが、その対価は公共が一括して支払います。

20 図面番号１,厨房
設備建築配置図

　備蓄倉庫左側の洗浄室、調乳室の設備器具の費用については、公
共、SPCのどちら側でしょうか。　また、設備器具の明細及び配置が決
まっておりましたら、ご提示していただけますでしょうか。

洗浄室の設備機器はＳＰＣ、調乳室は公共です。設備器具の明細及び配
置については図面をご参照ください。

21 図面番号１,厨房
設備建築配置図

　備蓄倉庫右隣の厚生室（１）について、どのような使用目的を想定して
いますでしょうか。また、その使用目的に対する費用の区分についてご
提示いただけますでしょうか。

病院職員の福利厚生のために使用する予定です。

22 図面番号１,厨房
設備建築配置図

　厨房事務室右隣の更衣室（１）、（２）については、公共の職員様用、
SPC職員用、もしくは、公共職員様及びSPC職員との兼用の更衣室で
しょうか。　また、下膳車プール右隣の委託業者控室の（１）、（２）につい
てSPC厨房職員専用の控室でしょうか。それとも、SPC職　員全体の控
室でしょうか。　また、ＳＰＣ側使用の場合更衣室にかかる備品（ロッカー
等）の費用については、公共、SPCのどちら側でしょうか。

更衣室は（１）（２）は市職員用です。下膳車プール右隣の委託業者控室
（１）（２）については、ＳＰＣ厨房職員専用の控室です。ＳＰＣ使用の更衣室
の備品費用は、ＳＰＣ側負担です。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

23 図面番号２，厨房
設備器具明細表

　厨房設備器具明細表６５番の温冷配膳車につきまして、これに対応す
るトレーについては、付属品として含まれていますでしょうか。　トレーが
含まれていなかった場合、トレーについては、公共、ＳＰＣ側どちらの負
担となるのでしょうか。　また、付属品としてトレーが含まれている場合、
何枚分のトレーが付属品としてございますでしょうか。　そのトレーの枚
数がＳＰＣ側の必要と考える、枚数より少なかった場合の補充分につい
ての費用区分も教えていただけますでしょうか。

付属品に含まれていません。補充はＳＰＣです。

24 図面番号２，厨房
設備器具明細表

　厨房設備器具明細表３８番のスチームコンベクションオーブンに対応
するホテルパン（網目、穴空き等を含む）については、付属品としてござ
いますでしょうか。　付属品としてある場合、その付属品の明細表をいた
だけますでしょうか。

付属品に含まれていません。ホテルパンはすべてオプションです。（別図を
ご参照ください）

25 図面番号２，厨房
設備器具明細表

　厨房設備器具明細表７２番の食器消毒保管機及び８７番の食器消毒
保管庫に対応する食器籠については、付属品としてございますでしょう
か。付属品として食器籠がございます場合、規格及び個数を教えていた
だきますでしょうか。付属品として食器籠が無い場合の費用は、公共、
SPC側どちらの負担となるのでしょうか。

付属品として収納籠数分はついています。72番は48×3=144個　87番は40
個　規格はＳＴＤ－ＬＳ（390×360×200）

26 図面番号２，厨房
設備器具明細表

　厨房設備明細表３７番のロールインカートにつきましてカートに収納で
きるコンテナー等が必要と考えます。つきましては、ロールインカートの
規格及び内側の寸法をご教示いただけますでしょうか。

№24をご参照ください。

27 その他 【病院厨房職員の喫食について】
病院厨房職員の朝食、昼食、夕食は厨房にて喫食するのですか。する
場合食材の発注と費用は全く別立てにするのか、それとも月末〆日に
精算するのかご教示ください。

厨房での喫食は行いません。

28 その他 ○検体検査のＳＰＣ選定機器に伴い、検査室の電源・給排水の変更は
可能ですか。また、それに伴う費用はどの様な扱いとなりますか。

工事については、総合プロット図のとおり完成させます。一次側の変更に
ついては、本体施工事業者との瑕疵担保責任の問題もあり、原則として認
めませんが、軽微な変更については、引渡し後、市と協議の上、ＳＰＣの費
用で変更可とします。

29 その他 ○レイアウトに｢検査技師控え室｣が有りますが、病院職員と共有可能で
しょうか、又は検査室内にＳＰＣ職員用の控え室を確保すべきでしょう
か。また、その場合の工事費等はどの様な扱いになりますか。

共有は考えておりません。ＳＰＣ職員用の控室は、検査室のレイアウトに
よって確保できると考えておりますので、ご提案ください。なお、工事費等
はSPCの負担です。

30 その他 ○ブランチ以外の細菌・輸血・一般等の試薬供給はＳＰＣとなっておりま
すが、現時点で物品リストのご呈示が有りません。

４月２１日に別途提示します。

31 第３回回答及び
要求水準書

25 3 公共による調理業務（特別食、治療食、流動食）の範囲（例として下処理
から調理、盛付まで）及び栄養士業務（例として一般食、特別食治療食、
流動食の配膳前の確認作業等）どこまでの業務範囲かの詳細をお示し
ください。

病院は調理業務を行い下処理と盛り付けは民間の業務です。また、一般
食・特別食の配膳前の確認は民間側ですが、病院側調理師が立ち会いを
行います。栄養士の業務としては、栄養指導を主として行いますが、他（献
立、給食管理）はすべて民間側です。病院側は業務実施について管理監
督します。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

32 提案審査様式集 5 ③ （ウ）　（４）について事業期間（１５年間）の見積記載がございますが、人件費
の昇給分などのアップ分を加味しても宜しいでしょうか。

人件費の昇給分などのアップ分についてはご提案に委ねます。但し、市か
らの支払いは、物価変動を除き、毎年定額の支払いとなります。

33 提案審査様式集 5 ③ （ウ）食事の提供業務見積書１／２（１）食器、備品の見積書の記載事項メー
カー形式については、カタログ名記載の代用については、可能でしょう
か。

トータル金額が正確であれば、それで結構です。

34 提案審査様式集 5 ③ （う）食事の提供業務見積書１／２（１）における提案単価（月毎）とあります
が、各レベルには何食以上何食未満という幅がありますので、単価算出
のためには各レベル毎何食で除するかによって、各提案業者よりかなり
違いが生じることが起こりますが、各レベル毎の除する食数をご提示く
ださい。

様式集２作成要領（３）をご参照ください。

35 提案審査様式集 5 ③ (ウ) 見積においては、単価を構成する加工費単価から公共に残られる方々
の人件費を加味しない(含まない）ことでよろしいでしょうか。

記述していただいた解釈で結構です。

36 提案審査様式集 5 ③ （ウ）　要求水準書P，２７の什器・備品等の負担はSPC側となっており、見積
様式１／２（３）にリストの記載が必要となりますが、
Ⅰ,　 リストフォームの多少の変更は、可能でしょうか。また、（３）の部分
から次ページに記載しても宜しいでしょうか。
Ⅱ,　 什器・備品等の中には、資産とならない消耗品扱いがほとんどと思
われますが、消耗品扱いの場合、更新予定次期の記載は、しなくても宜
しいでしょうか。
以上、２点をご教示いただけますでしょうか。

Ⅰについて
基本的には結構です。
Ⅱについて
その通りで結構です。

37 提案審査様式集 《見積書人件費等　　　見積書別紙A》
別紙１において年間食数を２９２，７３０食と指定していただいております
が、これは、ケース３の範囲の食数となりますが、提案様式５-③-ウ１／
２（２）における、年間経費記入に際し、これもケース３で考えるべきでしょ
うか。

その通りケース３でお考えください。

38 提案審査様式集 《見積書人件費等　　　見積書別紙A》
別紙１のその他経費には、調理器具・食器・生ゴミ処理機等を除くとなっ
ておりますが、その他の直接経費は、計上するのでしょうか。　また、直
接経費に計上する場合、上記（調理器具・食器・生ゴミ処理機等）以外に
除く経費項目はございますでしょうか。

左記の費目のみ除いてください。

39 薬品リスト 1 ② 診療材料・薬品・消耗品等の見積表について、薬品リストの剤形０２０の
１０ヶ月の使用量合計が少なすぎますので検証をお願いします。

提示している数値です。

40 医療機器什器備
品ﾘｽﾄ

【医療機器什器備品ﾘｽﾄ】
医療機器什器備品ﾘｽﾄ上では中央材料滅菌室に純水（RO水）製造の設
備がありませんが、他の場所からの配管があるのでしょうか？それとも
純水（RO水）の排水はないのでしょうか？その場合純水（RO水）の設置
は今後可能でしょうか

製造装置は既に入っており、機械設備対応です。
２／３公表の機械設備リスト６ページ参照してください。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

41 医療機器什器備
品ﾘｽﾄ

【洗濯室の設備について】
現在想定されている洗濯室の設備の種類と規模をお教えください。

ＰＦＩ用医療機器・什器備品リスト№633～635をご参照ください。

42 医療機器什器備
品ﾘｽﾄ・図面等

医療機器の1次側設備について、現在ご提示いただいているリストをもと
に設備内容が記載されていますが、提案する機種によって設備内容・位
置の変更・開口等の変更は可能と考えてよろしいですか？

№28をご参照ください。

43 業務要求水準書 43 【未収金管理について】
未収金回収時における事故・盗難等におけるリスク分担についてご教示
願います。　未収金回収は、あくまでも「集金代行」とう形で行われる以
上（未収金回収は債権を譲り受けての債権回収では無いと考えます）、
公共側の負担と考えます。

記述していただいた解釈で結構です。

44 業務要求水準 38 【患者給食における厨房内での作業範囲】
朝、昼、夕の下膳後の食器洗浄は全て患者給食運営企業の厨房スタッ
フで行うのですか？それとも病院職員と協働で行うのですか？病院職員
の作業範囲をお教えください。

食器洗浄については、病院側は行いません。

45 業務要求水準書 12 ②-(ｵ) 3 【植栽管理について】
植栽管理業務の費用負担区の中で、施工時保守期間後の植え替えがＳ
ＰＣ負担となっておりますが、施工時の保証期間を教示ください。また、
植栽の種類とその数量・面積も教示願います。

保証期間は1年間です。植栽の仕様については、第２回質問回答№99をご
参照ください。

46 業務要求水準書 25 2 PFI事業の開始後「公共」として残られる方々の人数を栄養管理（管理栄
養士様他）及び調理部門（調理師様）其々、お教えください。

栄養管理（管理栄養士3名、ｱﾙﾊﾞｲﾄ栄養士1名、事務1名）  調理部門（調
理師8名）

47 業務要求水準書 26 2.業務内
容

(2) ⑥ ○総合医療情報システムへ検体検査システム側から画像情報を送るこ
とを想定しておりますか。行う場合は手順等をお示し下さい。

４月４日に配付済みです。

48 業務要求水準書 27 3 ③ （ウ）　「SPCの業務遂行上必要な諸帳票類」の費用は、SPC側となっておりま
すが、食札については、PC出力でしょうか。その場合、用紙については、
普通のコピー紙を使用でしょうか。ジャーナル出力用の紙でしょうか。

出力はパソコンから行います。使用する用紙は普通紙を予定しています。

49 業務要求水準書 27 3 　食事における入院時の必携品（個人持参）は、どのようなものをお考え
でしょうか。　例：コップ、はし、スプーン、フォーク等

別途提示の「入院のしおり」をご参照ください。

50 業務要求水準書 27 3 　SPC職員が必要とする駐車場は、貸していただけるのでしょうか。その
場合、月極(パスカード）方式での貸借は可能なのでしょうか。

№５をご参照ください。

51 業務要求水準書 27 3 ③ （ウ）　費用負担区分において残食処理費とあり、見積様式には生ゴミ処理機
を計上する箇所がありますが、生ゴミ処理機の導入は、絶対に必要で
しょうか。

第３回質問回答№２２４をご参照ください。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

53 業務要求水準書 43 【未収金管理について】
未収金管理（徴収）については、未収金の回収率に応じた、インセンティ
ブ的な評価（未収金の満額を回収できた時、8割・5割回収した時の評
価）は有り得るのでしょうか。　未収金の回収率は、病院収支に効果があ
ると認めて頂き、SPCの貢献としてサービス対価の支払に勘案して頂け
ないでしょうか。

貢献度は勘案します。

54 業務要求水準書 50 1 ② 市からＳＰＣに支払われる薬品費・材料費の金額算定はＳＰＣと市の単
価契約金額×末端部門使用数量＝合計金額となっていますが、ＳＰＣが
卸売一般販売業の許可を取らないのに、市と単価契約を締結すること
が出来るのですか、又、末端部門使用数量ですが医薬品の場合は納入
は包装単位であり、末端部門使用数量だと端数が出ます。端数を合計し
て支払うのですか、それとも包装単位に換算して支払うのですか。

№16をご参照ください。

55 業務要求水準書 50 1 (3) ア ① 購入単価の適正化を図ることとありますが、提案段階にて現在の診療
材料の納入単価を品目別に開示願えますか。

現在の診療材料納入単価は開示できません。

56 業務要求水準書 51 2 病院とＳＰＣの業務区分のなかで、購買契約に関してですが、購買契約
期間の設定もＳＰＣにより設定できると判断してもよろしいでしょうか。

承認された購買計画の範囲内であれば、購買契約期間の設定は、ＳＰＣ
によりできます。

57 業務要求水準書 53 ④-（エ） 1 (2) ウ 【内容の理解について】
「備品設置の際は、いわゆるシックハウス症候群に関して室内空気中化
学物質濃度に配慮すること。」とありますが、内容がよく把握できませ
ん。
・「新築の病院で機器設置の際に配慮する」という意味ですか？
・「機器をホルマリン消毒するのでその残留ガスに配慮する」という意味
ですか？またはその他の要因があるのですか。ご教示ください。

備品設置の際、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の濃度を厚生労
働省の指針値以下にすることです。

58 業務要求水準書 60 1 (1) ③ 応募者からの提案は別にして、現在貴市が考えているシステム更新時
期はいつ頃ですか。またその内容、レベルについては、どのようにお考
えですか。

提案に委ねます。著しい技術革新等、相応の理由がない場合は、全面的
な改変（更新）は想定しておりません。更新をせず、要求水準を下回った時
には、ＳＰＣの責任になると考えています。

59 業務要求水準書 61 1 (3) ア 総合医療情報システムに関して、現在貴市が想定している周辺機器及
び消耗品を明示願います。

既に公表している情報システムに関する資料をご参照ください。

60 業務要求水準書 61 1 (3) エ 応募者からの提案は別にして、貴市が想定されている、「定期的なシス
テム監査」とは、どれぐらいの頻度で、どういう内容のものか明示願いま
す。

要求水準書、参考個別仕様書をご参照ください。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

61 業務要求水準書 63 3.費用負
担区分

○細菌も輸血と同様（病院にてＳＰＣより購入）と考えてよろしいでしょう
か。

デイドベーリング社の「ウォークアウェイ」という機種を移設予定（移設リスト
２２７０番）ですが、現在の機器は情報システムとの連携を想定していませ
ん。細菌検査システムとの連携を踏まえ、ご提案ください。

62 業務要求水準書 保健師助産師看護師法の第5条に「この法律において「看護師」とは、厚
生労働大臣の免許をうけて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世
話又は診療の補助を行うことを業という。」とあり、療養上の世話をどこ
までと病院側は考えられるのか？
①3/26公表の質問回答P5のNO.52において配膳・下善業務は看護補助
業務となっておりますが、上記の法律から看護師の業務ではないので
しょうか？また、看護補助業務であるならば、看護師立会いの元、指示
の元となるのではないのでしょうか？
②車椅子もしくは、単独歩行が可能な患者に対して、検査レントゲン等
の移動を伴う時、看護師の対応と解釈してよいのでしょうか？ご教示願
います。

①病院の入院基本料に関する施設基準の中では、「看護補助者は、看護
師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養上の世話（食事、清潔、
排泄、入浴、移動等）のほか、……等の業務を行うこととする。」となってお
ります。
なお、お詫びと訂正ですが、様式集別紙Ａの看護補助業務シートの委託先
非常勤職員時間給合計（年間）で外来の計算式で日数設定が340となって
おりましたが、240の誤りです。ご訂正をお願いします。また、その上の延
べ労働時間の備考（単位）ですが、時間／病棟、時間／外来、時間／手術
室とご訂正ください。
②業務分担表では、「患者の移動のための準備・後始末」の「転床・転棟に
関する世話」の「患者移動」では民間が従分担です。なお、安静度・重症度
により選択のうえ行う予定です。

63 業務要求水準書 ③ ウ 　業務上発生する廃油の処理費については、公共、SPCのどちら側で
しょうか。SPC側負担の場合、廃油処理の収集業者について八尾市様
からの指定の業者はございますでしょうか。その場合の指標単価をご教
示ください。

処理業務は公共で実施します。その際に生じる処理費は公共で負担しま
す。

64 業務要求水準書
業務分担表

特食、治療食、流動食等の調理分担は病院側ですが、作業上の範囲は
調理⇒配膳⇒下膳⇒食器洗浄でよろしいですか。ご教示ください

流れとしてこの通りですが、病院側は調理のみです。

65 業務要求水準書
及び参考個別仕
様書

27 3 厨房内で起こりうるガスや水道のトラブルについての補修等の費用は、
公共、ＳＰＣ側どちらの負担となるのでしょうか。

厨房設備・備品の保守修繕経費はＳＰＣ負担です。

66 検体検査項目リ
スト

○本資料に夜間・休日の件数が含まれているのでしょうか。 13年度の件数に月～金の夜間、祭日の化学・血液の件数は含まれていま
せん。土・日は資料件数に含まれています。

67 検体検査項目リ
スト

○ホルターの項目・件数の記載が有りません。 ４月２１日に別途提示します。

68 検体検査項目リ
スト

○ＳＰＣが夜間対応する項目・件数の記載が有りません。（例：尿一般な
ど）

４月２１日に別途提示します。

69 検体検査項目リ
スト

○院内実施区分の区分けの中に日曜・祝日・土曜日が有りません。夜
間と同様な体制で宜しいでしょうか。

記述していただいた解釈で結構です。

70 検体検査項目リ
スト

○新病院では健診を拡充されますが、本資料に項目・件数の記載はさ
れておりますか。

現病院の件数で想定してください。なお、件数については第３回質問回答
№56をご参照ください。

71 検体検査項目リ
スト

○新病院の想定件数はどの様に算定されているのでしょうか。 現病院の件数に対し約1.2倍で想定しております。
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No 資料名 頁 内容 回答項目

第４回質問回答

72 参考個別仕様書 11 2 【モニターについて】
警備業務内容の防災設備中央監視において、機械警備などとあります
が、その機械警備の概要およびＩＴＶモニターの配置個所を教示くださ
い。

機械警備は、外部に面している扉等の開閉状態の監視を行います。モニ
ターの設置台数は２0台を予定。場所は図面をご参照ください。

73 参考個別仕様書 11 【警備業務について】
防犯・防災警報の防災センターへの発報は、時間外受付等に移報され
るのでしょうか。

移報されません。

74 参考個別仕様書 16 1 (1) 【一般室内測定について】
病院施設はビル管法対象外になるので、一般室内測定は不必要ではな
いかと思うのですが、市の見解を伺いたく。

業務要求水準書の一般室内については、別途配付の資料をご参照くださ
い。なお、「病院空調設備の設計・管理方針」（日本病院設備協会）によれ
ば事務室・会議室であっても、ビル管理法に準拠しなければならないとさ
れており、測定は必要と考えています。

75 参考個別仕様書 16 1 (4) 【業務対象範囲について】
測定を実施すべき、ＲＩ施設の具体的な場所を明示願います。

４月２１日に別途提示します。

76 参考個別仕様書 16 1 (5) 【業務対象範囲について】
ＲＩ施設放射線室測定については放射線技師の業務範疇と思われるの
ですが、公共の範囲に変更可能でしょうか。市の見解を伺いたく。また、
民間によって測定を実施すべきなのであれば、放射線室の具体的な場
所、内容、測定項目等の詳細を明示願います。

公共の範囲は変更しません。後段については医療法施行規則をご参照く
ださい。

77 参考個別仕様書 16 1 (6) 【業務対象範囲について】
測定を実施すべき、シールドルームの具体的な場所を明示願います。

４月２１日に別途提示します。

78 参考個別仕様書 16 1 (7) 【業務対象範囲について】
麻酔ガス測定についてはどのような内容、及び測定項目を想定されてい
るのか明示願います。

手術室、分娩室、救急室等で使用中の麻酔ガスによる室内汚染度を測定
します。
測定項目としては笑気ガスのみとしますが、同時使用中の揮発性麻酔剤
による汚染レベルも推定できるものとします。
測定ポイント、頻度などは提案に委ねます。

79 参考個別仕様書 16 1 (7) 【業務対象範囲について】
排水測定についてはどのような内容、及び測定項目を想定されているの
か明示願います。

定期的に下水道法における下水排出基準をチェックする。（対象物質例：
カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水
銀、総クロム、銅、フェノール類、鉄（溶解性）、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、ノルマル
ヘキサン抽出物資（動植物）、ＰＨなど）また、測定頻度は提案にお任せし
ます。
なお、必要に応じて各種設備・機器からのドレン水の水質・細菌等チェック
を行います。

80 参考個別仕様書 19 【クリーンルーム測定項目について】
測定すべきクリーンルームの具体的な場所を明示願います。

４月２１日に別途提示します。

81 参考個別仕様書 19 【クリーンルーム測定項目について】
クリーンルーム測定について、クラスの想定値をご教示願います。

４月２１日に別途提示します。
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第４回質問回答

82 参考個別仕様書 59 1 (1) ① （ア） 【日常清掃について】
手術室清掃についてですが、術間の清掃は必要になるのでしょうか。

必要です。

83 参考個別仕様書 59 2 (3) （イ） 【特別清掃について】
網戸はどの箇所に設置されているのでしょうか。

別図をご参照ください。

84 参考個別仕様書 59 1 【特別清掃について】
清掃業務の対象施設として特別清掃がありますが、外壁の総面積およ
び各部材ごとの面積内訳を教示ください。

図面から算定してください

85 参考個別仕様書 66 （イ） 【定期清掃について】
換気扇はどの箇所に設置されているのでしょうか。

図面をご参照ください。

86 参考個別仕様書 69 2 【予約センター業務について】
以下の3点について、ご教示ください。
①予約センターにて予約・予約変更・取り消しの予約情報の入力を行い
ますが、センターにて予約受付や変更を受けた場合、医師の確認が必
要になるのではないでしょうか。
②ＳＰＣで予約受付や変更を受けた際の具体的な作業手順について、具
体的にご教示ください。
③予約の受付時間については、24時間対応するのでしょうか。

①詳細は検討中ですが、基本的には、診察を含めオープン予約分はキャ
ンセル及び変更可、クローズ予約はキャンセルのみで、変更は電話を外
来や検査へ転送する予定です。
②コールセンターのようにその場で端末入力が考えられます。
③稼動は平日８：３０～１６：３０を想定しています。

87 参考個別仕様書 100 (2) ⑦ (5) 【まちかどカフェの営業時間について】
「まちかどカフェ」の営業時間が記載されておりませんが、時間帯はカ
フェ運営会社が決めると考えてよろしいですか？それとも一般食堂、職
員食堂と同じ時間帯と考えるべきですか。ご教示ください。

第3回質問回答№95をご参照ください。

88 参考個別仕様書 100 (2) 【食事の価格差について】
新病院においては、一般食堂と職員食堂が同じホールにありますが、一
般と職員に食事の価格差をつける必要がありますか？

一般と職員との価格差をつける必要はありません。ただし、一般、職員に
かかわらず日常継続的に利用する利用者に対するサービスはご提案くだ
さい。

89 参考個別仕様書 101 2 (4) 次期システム導入メーカーについては、誰がいつどのように決めること
になるのですか。仮にSPCが次期システム導入メーカーの選定に関知し
ない場合、データ移行支援に係るリスク等は負いかねますが、如何お考
えですか。

事業期間内に行う次期システムへの更新は原則としてＳＰＣです。システ
ムのライフサイクルを含めご提案ください。

90 参考個別仕様書 103 4 準備業務について、「開発～導入」業務について別途契約されている富
士通殿と、SPCのリスク分担はどのように考えれば宜しいのでしょうか。
具体的にお示し下さい。また、八尾市と総合医療情報システムの運用保
守管理実施事業者との間で締結されている契約内容に関し、スケジュー
ル等可能な範囲で開示願います。

開発にかかるリスクは「総合医療情報システムの運用保守管理実施事業
者」（または公共側）です。スケジュールは別途提示します。（４月２１日）

91 参考個別仕様書 【総合医療情報システムについて】
総合医療情報システムの詳細についての説明会を開催して頂けないで
しょうか。

開催する予定はありません。
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92 参考個別仕様書 【総合医療情報システムの詳細について】
各個別システムとの互換性やインターフェイスについての詳細な仕様を
ご教示願います。

№47をご参照ください。

93 参考個別仕様書 【清掃区域について】
附属資料「清掃業務基準表」にある清掃区域Ａ・Ｂとは、具体的にどの箇
所を指すのでしょうか。明示願います。

Ａの方がＢよりもより高い清浄度を求められることで区分けしました。具体
的な場所は部屋名リストをご参照ください。

94 参考個別仕様書 【清掃業務について】
清掃業務で発生する洗濯物処理について、洗濯機を設置するスペース
は検討していただけるのでしょうか。

特に専用スペースは設けていませんが、運用方法により確保できると考え
ています。

95 事業契約書(案) 10 第22条 1 第3回質問回答No.112への回答に記載されている｢民法等の法令の規
定に従う｣との記述について詳細にご教示下さい。

法令で定められている要件を満たす場合に、法令の手続きに従って損害
賠償等を請求していただくなどの処理を行うということを意味しています。

96 事業契約書（案） 40 第118条 4 （１）「事業契約終了後も～使用を無償許諾しなければならない」とありま
すが、これはどのようなケースを想定しているのでしょうか。
（２）総合医療情報システムは一旦SPCの資産になるのですか。

(１)事業契約終了後も総合医療情報システム（更新後のものも含む。）を市
が使用し続ける場合を想定しています。
(2)開院前に市が整備する総合医療情報システムについては、ＳＰＣの資
産にはなりません。

97 事業契約書(案) 42 第123条 1 ｢法令変更により、市が事業の継続が困難と判断した場合又は本契約
の履行のための多大な費用を要すると判断した場合、市は、SPCと協議
のうえ、本契約の全部を終了することができる。｣と規定されています
が、市とSPCで当該判断基準が異なる場合が想定されます。不可抗力
発生の場合同様、法令変更についてもSPCからの協議の申し入れ、及
び協議が整わなかった場合の終了通知を可能とすることについてご検
討下さい。なお、当該協議について、市及び／又はSPCは、客観的根拠
に基づく合理的事由なくして拒否又は留保できない旨規定し、互いに挙
証責任を負担することにより、双方にとって望ましい事業運営継続が実
現するものと考えております。

第１２３条のとおりです。

98 事業契約書(案) 42 第123条 2 第3回質問回答No.121への回答について詳細ご教示下さい。医療機器
等整備については、SPCとして資金調達を伴うため、貸出人宛期限前解
約コスト等金融費用の支払いが発生する場合があります。備品及び医
療機器については、SPCが市のために調達した設備であり、実質割賦販
売となっていることから、当該設備調達に係る融資契約終了に伴う金融
費用は、SPCが維持管理･運営業務を終了させるために要する合理的な
費用と考えますが、如何お考えでしょうか(別紙8-1において、｢市は、
SPCに対して、一括払いによりSPCに発生する金融費用等の合理的な
追加費用を、加算して支払うものとする｡｣と規定されており、法令変更及
び第126条第2項不可抗力における契約の終了についても同義対象と考
えます。)。

ご質問の費用が「合理的な費用」に該当していれば支払います。

99 事業契約書(案) 61 別紙８ 1 業務範囲の縮小が法令変更又は不可抗力以外による場合(政策判断、
病院規模の変更、その他市が必要かつ適切と判断する事由が生じた場
合)で、市が分割払いを選択した場合の適用金利及び分割支払い期間
について、ご教示下さい。

必要に応じて、事業者と協議して決定します。
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第４回質問回答

100 事業契約書(案) 63 別紙9 3 第3回質問回答No.130への回答｢事業契約書(案)にありますように、市の
選択により一括又は分割にてその対価を支払う｣につき、以下詳細ご教
示下さい。
(1) 備品及び医療機器の所有権移転に係る分割支払いの規定が見当た
りません。
(2) 期限前に契約が終了となり、且つ、買取金額が分割払いとなった場
合の適用金利及び設定期間についてご教示下さい。
(3) 当初予定通り、契約期間が終了した場合においても、買取金額が分
割払いとなる場合は想定されているのでしょうか｡買取対象設備につい
ては、SPCの資金調達を伴うため、分割払いとなった場合、新たに追加
して金融費用等が発生する場合がありますが、当該追加費用はどの様
に扱われるのでしょうか。
(4) 第3回質問回答No.117への回答において｢市の帰属事由に基づき契
約が早期終了した場合、備品及び機器等の対価は一括して支払いま
す。｣と記載されていますが、市の帰責事由に基づき契約が早期終了と
なった場合の備品及び医療機器の所有権移転については、一括／分割
の選択が可能ということでしょうか｡可能な場合、場合分けの事由をご教
示下さい。

(1)４月３０日に公表する事業契約書（案）をご参照下さい。
(2)４月３０日に回答します。
(3)無償で移転していただきます。
(4)市の帰責事由に基づき契約が早期終了した場合、備品及び医療機器
の買取代金は一括で支払います。４月３０日に公表する事業契約書（案）
をご参照下さい。

101 事業契約書(案) 3頁 第6条 2 ｢サービスの対価が増額されたときには、市は、前項の契約保証金の提
供額を増額することができる｣と規定する一方で、第3回質問回答No.113
への回答では｢契約保証金の金額は、維持管理運営期間後最初に到来
する4月1日から始まる1年間の病院運営にかかるサービスの対価での
10分の1で固定されている｣と記載されています。双方の関係について、
ご教示下さい。

第6条の当該箇所を削除しました。４月３０日に公表する事業契約書（案）
をご参照下さい。

102 事業契約書(案) ８～
９、
１１

第２章 第４
節、
第５
節

２，３ 【選定後の備品の変更】及び【市の請求に基づく医療機器の変更】につ
いて市の請求で調達に要する費用が減少した場合、市はかかる減額分
をサービス対価から減額するとあります。この減額分の基準となるのは
見積明細金額が対象となると思われますが、その際に市とＳＰＣで協議
できる場面はないのでしょうか。というのも、例えばあるメーカーから１０
０台仕入れるものが３０台に減少した場合、又１００品目仕入れるものが
３０品目に減少した場合、仕入れ値引率が変化することも想定され、そ
の際減額分について協議する機会を頂きたいのですが如何でしょうか。

市とＳＰＣが協議する場を設けます。その上で再見積を提出していただくこ
とを考えています。
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103 事業契約書（案）
（2003.3.26付）

30 92 （１）別紙6の2項(3)アには、「SPCが（ア）から（キ）の事由に該当すること
を理由として拒否の回答書を提出した場合、市は10日以内に、第90条
の手続に従い、業務範囲を縮小」できる旨記載があり、第3回質問回答
No.126回答では、「SPCには一定の補償を行うことを条件としていま
す。」と記載がありますが、この「補償」とは、別紙8による補償という理解
でよろしいでしょうか。
（２）また、これと同様に、別紙6の5項によるSPC提案について市が協議
に応じないか又は協議に応じたが合意に至らなかった場合については、
別紙8の補償を受けられるのでしょうか。別紙8の補償が受けられなくて
も、SPCは上記の場合でも、業務の範囲は縮小できず、さらに業務等変
更事由がSPCに統制不可能な性質を有することから、SPCに過大な負
担を課すことになるため、何らかの補償をお願い致します。
（３）また、別紙7の3項によりSPCが業務範囲の縮小に異議を申し立てた
が、市が、業務範囲の縮小の撤回をしなかったときに業務範囲が縮小さ
れますが、この場合も別紙8による補償が受けられるという理解でよろし
いでしょうか。

（１）については別紙8の補償という理解で結構です。なお、別紙８において
一部不明確な点がありましたので、修正しました。４月３０日に公表する事
業契約書（案）をご参照下さい。
（２）の場合は、業務は縮小されないためＳＰＣは当該業務を行い続けなけ
ればならず、別紙８の補償という問題は生じないと考えます。
（３）その理解で結構です。
以上（１）から（３）については、事業契約書第90条と第2条をあわせてご参
照下さい。第90条（別紙6）に従って業務範囲を縮小する場合には、第92条
により別紙8の補償が行われます。

104 事業契約書（案）
（2003.3.26付）

別紙 8 別紙8前段表題には「縮小解約の場合」とあり、後段表題には「縮小の場
合」とあり、前段後段本文にはそれぞれ、「業務範囲の縮小」及び「解約」
という文言が混在しておりますが、「解約」は「業務範囲の縮小」という意
味で使われているのでしょうか。そうでないとしても、下記のように条項を
整理することを提案します。
1業務範囲の縮小の場合、不可抗力、法令変更、政策の変更、病院事
業の規模の変更、技術革新その他市が必要かつ適切と判断する事由：
補償は一括払い。市は、SPCに対し相当な損害を賠償する。
2解約の場合①市の帰責性に基づく場合：一括払い、②SPCの帰責性に
基づく場合：市の選択により一括又は分割払い、③不可抗力等：一括払
い。SPCの帰責性に基づく場合以外に、SPCは、市に対し、損害賠償請
求することを妨げない。

４月３０日に公表する事業契約書（案）をご参照下さい。

105 事業契約書案 27 第７７条
第７８条

【総合医療情報ｼｽﾃﾑのｿﾌﾄｳｪｱの改変及び更新】
ｿﾌﾄｳｪｱ（物流管理ｼｽﾃﾑなど以外）の改変、更新に起因して生じた不具
合による損害は全てＳＰＣの負担になっていますが、「起因して」の定義
が明確ではなく、ＳＰＣによる作業以外にも不具合が生じる可能性はある
と考えます。したがって、市による初期の開発整備の条項（同資料第６節
３２条７項）同様に、ここでも市、ＳＰＣ及びｼｽﾃﾑ開発業者の間で責任分
担の詳細に関する覚書を締結することを考慮願います。

更新は、第93条の場合を除いて全てＳＰＣの業務ですので最初の更新及
び更新後のリスクは基本的にＳＰＣにあると考えます。

106 事業契約書案（修
正版）

13 32 ４，
５，６

総合医療情報ｼｽﾃﾑに関して市又はSPCが負う賠償責任額の上限とし
て「総合医療情報ｼｽﾃﾑの開発において市が負担した費用」という記述
が上記を含む複数箇所に記載されておりますが、これは金額的にはど
の程度の額なのでしょうか？

約1，000，000千円です。
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107 事業契約書案（修
正版）

14 33 8 【SPCによるｿﾌﾄｳｴｱ及びﾊｰﾄﾞｳｴｱの開発、整備等に関する特則】
基幹ｼｽﾃﾑと各種部門ｼｽﾃﾑの接続を原因として生じた不具合による損
害は全てＳＰＣの負担になっていますが、接続時に接続行為以外の瑕疵
（ｿﾌﾄｳｴｱ及びﾊｰﾄﾞｳｴｱ等の瑕疵）により不具合が起きる可能性はあると
考えます。したがって、市による初期の開発整備の条項（同資料第６節３
２条７項）同様に、ここでも市、ＳＰＣ及びｼｽﾃﾑ開発業者の間で責任分担
の詳細に関する覚書を締結することを考慮願います。

接続を原因とする不具合による損害は全てＳＰＣ負担です。その他の総合
医療情報システムに関する責任分担の詳細は、覚書で確認することとしま
す。特に覚書の内容から第33条を排除しているわけではありません。

108 事業契約書案（修
正版）

16 37 修正前の事業契約書案 第30条では習熟訓練等については「市は、これ
らの業務に要する費用を支払うものとする」との記述がございましたが、
修正版ではこの部分が削除されています。これは方針変更なのでしょう
か？

修正前の第30条の費用の支払いは、修正後の契約書の第41条の業務の
対価のみを予定して記載していました。修正前は明確に定められていな
かったことから、今回明確に記載しました。

109 総合医療情報シ
ステム全般

【総合医療情報システムの保守管理について】
システム保守管理の費用見積が困難なため、総合医療情報システムの
運用保守管理実施事業者が納入する総合医療情報システムの詳細な
内容、構成、金額を可能な範囲で早急にご提示願います。また、市が調
達される総合情報システム用の予定機器の詳細なスペックについても早
急に提示願います。

開発工程の中で、定めますので現時点では配置機器までは確定していま
せん。機器構成イメージはすでに公表しています。

110 総合医療情報シ
ステム予定機器
一覧表

総合医療情報システム予定機器一覧表のそれぞれの機器について、配
置場所を明示願います。
例）B4スキャナー（15台）…総合受付（1台）、地域医療連携室(1台）等

運用にかかる内容ですので「総合医療情報システムの運用保守管理実施
事業者」と協力のうえ、ご提案ください。

111 第３回質問回答 1 12 ○データ移行は電子カルテへのデータ移行も想定されていますか。　検
査システムへの移行を行う場合、院内・外注全てのデータ移行を想定さ
れていますか。　｢標準の形式｣とは具体的にどの様な形式ですか。　移
行データは何年間を想定していますか。

データ移行は電子診療録として保存するうえで必要なものはすべて行いま
す。

113 第３回質問回答 4 40 【医療事務業務の実施について】
No.40では、業務実施時間として「主に8：30～17：00（一部8：15～）…」と
ありますが、8：15から想定されている業務をご教示願います。

1階総合案内、2階受付カウンターの案内コーナー及び地域医療連携受付
業務です。

114 第３回質問回答 4 41 【医療事務業務の実施について】
想定されている1日平均患者数について、「診療科別の平均患者数」に
ついて公表いただきましたが、下記の3点について想定していらっしゃれ
ばご教示ください。ないようでしたら、現状をご教示願います。①放射線
②内視鏡③中央処置

平成１３年度実績では、①Ｘ線撮影年間38,732件、ＣＴ撮影年間4,681件、
ＭＲＩ撮影年間1,582件、コバルト60照射年間804件、②内視鏡年間4,061
件、③中央処置はないので、実績ありません。

115 第３回質問回答 4 43 【時間外・夜間の患者の診察について】
時間外・夜間の患者の診察は、1階の一般診察室（１）（２）で行うのでしょ
うか。

時間外・夜間の診療は、1階救急部門の一般診察（1）（2）、小児診察及び
産科内診で行います。

116 第３回質問回答 5 46 【診療費収納等についてⅡ】
診療費収納等についてⅠの質問にて、収納金の入金をＳＰＣが行う場
合、
①どこへ（どこの銀行・銀行の夜間金庫）
③どのように（搬送方法）入金するのでしょうか

指定金融機関窓口（病院内）への手渡しとなります。
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117 第３回質問回答 5 46 【診療費収納等についてⅠ】
No.46では、徴収した診療費の収納方法について、「現行どおり16：00に
自動精算機の集計後、銀行に入金する」とありますが、銀行への入金を
担当はどちらになるのでしょうか。貴院指定金融機関が回収を行うので
しょうか、それとも民間事業者が直接指定金融機関へ入金を行うので
しょうか。

№116をご参照ください。

118 第３回質問回答 5 46 【診療費収納等についてⅢ】
診療費収納等についてⅡの質問にて、銀行の夜間金庫へ入金する場
合、夜間金庫の使用料・手数料の負担は、公共側という認識でよろしい
でしょうか

№116をご参照ください。

119 第３回質問回答 5 47 【診療費収納等についてⅣ】
No.47では、「収納あるいは回収した料金等の公金については、民間側よ
り直接、貴院指定口座へ入金を行うという考えでよい」との回答がありま
したが、貴院指定の金融機関をご教示願います。

「りそな銀行」です。

120 第３回質問回答 5 50 ○検体搬送を行う病棟搬送設備のスペックをお教え願います。 メーカー：神鋼電機㈱、自走式非接触給電方式　　搬送コンテナ寸法４５0
×350×２00　搬送能力最大15kg/台　採血管で1回につき約100本搬送可
能。　1回の搬送時間約2分20秒　速度180ｍ/分

121 第３回質問回答 6 58 【開院時の書籍の配架について】
「開院時に配架している書籍の選定・購入は、公共にて行います。」とい
う回答ですが、開院時の書架への書籍の配架自体は、公共側にて実施
されるのでしょうか。ご教示ください。

書籍の配架は、運営管理上重要な要素の一つと考えられるので、ＳＰＣが
行ってください。

122 第３回質問回答 6 58.6 【書籍の購入について】
①「開院時に配架している書籍の選定・購入は、公共にて行います。」と
いう回答ですが、書籍の選定・購入について、どこに配置する書籍の選
定・購入を行われるのかご教示ください。
②ＮＯ．６０にて「まちなかステーションに書籍コーナーという形で設ける
ことができないかと考えていますので、ご提案ください。」との回答があり
ましたが、まちなかステーションの書籍コーナーについても、上記①の書
籍の選定・購入の対象に含まれると考えておりますが、よろしいでしょう
か。

①図書室です。
②まちなかステーション書籍コーナーについては、選定・購入の対象には
含まれません。ご提案ください。

123 第３回質問回答 6 58 【書籍の配架について】
開院後の書架への書籍の配架については、公共と民間のどちらが行う
のでしょうか。

№121をご参照ください。

124 第３回質問回答 7 64、65 【後日提示の回答について】
ＮＯ．６４の②、ＮＯ．６５の②について、「後日提示します。」とあります
が、具体的にいつ頃ご提示いただけるのでしょうか。提案書提出の期日
も迫っておりますので、早めのご提示を願います。

3月27日に提示済みです。
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125 第３回質問回答 8 79 【公金の取扱について】
No.79では、「公金の取扱については、基本的には毎日SPCより回収し、
病院職員に引渡します」とありますが、同資料のNo.47では、「回収した
料金等の公金については、民間より直接、貴院指定口座へ入金を行う」
とあります。両者の内容につきまして相違がある為、再度ご質問します。
回収した料金等の公金の取扱について、公共か民間かご明示ください。
また、以下の事項について、だれが（回収、入金）、どこへ（入金）、いつ
行うのか以下の3つの時間帯について、それぞれご教示願います。①8：
30－16：00の取扱②16：00－8：30の取扱③土・日・祝祭日

№79「駐車料金の回収」です。
№47「診療費の収納については回収後、民間側より直接指定金融機関窓
口へ入金する。  ①については指定金融機関②③については民間側が回
収し、金融機関窓口（病院内）営業日に入金する。

126 第３回質問回答 8 82 ○採血管ラベルの出力は病院情報システム側で制御となっております。
病棟緊急運用に伴うラベル運用も同様に、病院情報システムと考えて宜
しいでしょうか。また、それに伴うバーコードラベラーも同様で宜しいで
しょうか。

ラベル出力（制御）は情報システムから行います。

127 第３回質問回答 9 92 【回答について】
「第2回回答のＮＯ.171をご参照下さい」とありますが、第2回回答には、
ＮＯ.171はございません。ＮＯ、117ではないでしょうか。再度ご明示くださ
い。

記述されたとおりです。第2回質問回答№117をご参照ください。

128 第３回質問回答 10 100 【BGM設備について】
No.100では、「BGM設備の運営は、SPCの業務分担です。運営方法等に
ついては提案くださいある」とありますが、BGMの使用目的（音楽用なの
か、院内放送・呼出用なのか）についてご教示願います。

リラクゼーション（気持ちを和らげる）等の目的です。

129 第３回質問回答 19 185 【総合医療情報システム】について「ＳＰＤ業務の部門コンピュータシステ
ムは必須」と有りますが端末の数量や運営の人数が判断できない為、詳
細資料の公開を早急に願います。

№４７をご参照ください。

130 第３回質問回答 20 205 【洗濯業務運営に関する提案】
ユニホーム、タオル、カーテン等のリース提案が可能であれば、一歩進
んで院内洗濯そのもの廃止して、全て院外洗濯という考え方の提案も可
能ですか。

提案に委ねます。

131 第３回質問回答 23 230 【病歴管理室について（Ⅰ）】
No.230では、「（前文略）旧カルテについては、現病院にてサマリ化を行
い、原則的には移設を行わない方向で考えています」とありましたが、旧
カルテの保管管理は公共・民間のどちらが行うのでしょうか。

旧カルテの管理は公共側です。ただし、保管については提案に委ねます。

132 第３回質問回答 23 230 【病歴管理室について（Ⅱ）】
【病歴管理室について（Ⅰ）】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病
院にて行う場合、現病院の状態で保管するのでしょうか、整理して一括
保管するのでしょうか。保管方法についてご教示願います。

№131をご参照ください。

133 第３回質問回答 23 230 【病歴管理室について（Ⅲ）】
【病歴管理室について（Ⅰ）】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病
院にて行う場合、施錠管理を徹底している場合で、盗難・火災等が発生
した場合のリスクはどちらの分担となるのでしょうか。

№131をご参照ください。
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134 第３回質問回答 23 230 【病歴管理室について（Ⅳ）】
【病歴管理室について（Ⅰ）】の質問にて、旧カルテの保管を民間が現病
院にて行う場合、保管する旧カルテの　①保管期間　②保管冊数　　に
ついてご教示願います。また、保管棚については公共・民間のど
ちらが負担するのでしょうか。

№131をご参照ください。
なお、
①保管期間について　　５年間です
②保管冊数について　　４月３０日をめどに容積でお知らせします。

135 第３回質問回答 23 230 【病歴管理室について（Ⅴ）】
【病歴管理室について（Ⅰ）】の質問にて、旧カルテの保管を公共が現病
院にて行う場合、旧カルテの運用（現病院から新病院への搬送）はどち
らが行うのでしょうか。公共でしょうか、民間でしょうか。また搬
送方法についてもご教示願います。

№131をご参照ください。

136 第3回質問回答 75 【「まちかどカフェの特別目的使用料に」
図面上では「まちかどカフェ」の領域が明確にわからないので、特別目的
使用料の試算が困難です。カフェの面積をお教えください。

４月４日提示済みの図面をご覧ください。

137 第３回質問回答 5、8 【公金の取り扱いについて】
第3回質問回答の中で、NO.47 とNO79での回答内容が一致していない
かと思われるのですが、回収後の管理及び入金についてはどちらの方
法にて処理すればよろしいのでしょうか。

№125をご参照ください。

138 第３回質問回答 6、7 60、69、
70

【まちなかステーション 書籍コーナーについて】
第2回質問回答のＮＯ.８８にて、「一般用図書室とは、まちなかステーショ
ンの書籍コーナーと考えよろしいでしょうか」という質問に対し、「記述し
ていただいた解釈で結構です。」との回答を得ました。しかし、今回の質
問回答では、「一般用図書室はありません」との記載がありました。回答
に相違があるように思われます。確認のため再度下記の２点をご明示く
ださい。
①図書室運営業務の実施場所として、以下の2箇所でよろしいでしょう
か。
 ・4階  図書室
 ・1階  まちなかステーション（書籍コーナー）
②なお、4階の図書室については、医療従事者用でよろしいでしょうか。

①②記述の解釈で結構です。

139 第３回質問回答 74 医療機器の更新について見積金額は、法定耐用年数で見積もるとされ
ております。その対象が①ＳＰＣ整備対象医療機器・什器備品、②病院
側整備対象、③旧病院からの移設品のどこまでを見積もるのかのご回
答はまだ頂けておりませんが、③まで見積もるのだとすれば「移設予定
医療機器・什器対象品リスト」で既に耐用年数を過ぎているものは、移設
後準備期間の０年度、若しくは平成１６年度の１年度に全て更新すると
いう解釈でよろしいのですか。
又、購入年月日の記載のないものが散見されますが、当該機器につい
ての更新計画は、どのように考えればよろしいですか。

耐用年数が過ぎているもの及び購入年月日の記載のないものについて
は、平成１７年度に全て更新するものとします。
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140 第３回質問回答 57、59、
61、71

【未定の事項について】
ＮＯ．57、59、61、71にて「現在のところ、未定です。」という回答がござい
ますが、いつ頃決定し、いつ頃公表していただけるのでしょうか。早期の
ご提示下さいますよう、お願い致します。

№71  再来受付機はリライト機能を備えていることを前提とし、
      磁気仕様はＪＩＳ－Ⅱ型、リライト方式はロイコ方式を予定しています。
№57　【健診センター運営業務】実施時間と実施曜日について
　　　　火・金曜日　13:00～15:00　　水曜日 9:00～12:00、13:00～15:00
　　　　なお、年に数回、他の曜日に実施する場合もあります。
№61　【健診センター運営業務】予約時間と予約方法について
　　　　　予約は予約センターにて受け付けます。
          予約時間は平日8:30～16:30を想定しています。
№59　新病院への図書の移設数は、
　　　　医学図書 約2，700冊、医学雑誌 約5，000冊を想定しています。

141 第３回質問回答 【救急受付の実施について】
No.42では、１階の救急・入院受付は「24時間365日対応」とありますが、
想定されている救急受入体制についてご教示願います。　2次救急体制
をとらえるという考えでよろしいでしょうか。さらに、既存の患者さんにつ
いての取扱いは、救急体制に関係なく受け入れると考えてよろしいでしょ
うか。

２次救急対応です。

142 提案書提出スケ
ジュールについて

市としては提案書提出期日の延長は考えていないとの事でしたが、①応
募者の質問に対する回答が全て出ていないこと②資料等の公表スケ
ジュールが遅れていること等を考慮し、提案書提出期日の延長を検討し
ていただくことをお願い致します。

期間については延長します。詳細は別途公表します

143 提案審査様式集 見積書③
－エ

第３回質問回答での確認となりますが、医療機器保守点検業務の見積
は④－エに、又医療機器の更新費用は④－オに記載することで、③－
エは使用しなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか。

その解釈で結構です。③－エの分も含めて④－エ及び④－オに記載してく
ださい。

144 費用負担区分 27 【病院側が購入する厨房内のコンピューターについて】
病院が厨房事務室に配置されるコンピューターの台数をお教えくださ
い。

№110をご参照ください。

145 病院整備対象医
療機器・什器備品
リスト（別紙Ｂ）

１、 明細の保守・点検費用記入欄は、保守を要する機器毎に事業契約
期間内の総合計を記入するのか、１年間の費用を記入するのかご教示
願います。
２、 １の回答で、もし１年間の費用を記入するのならば、５年に１度費用
が発生するようなものの記載についてはどのように表現すればよいのか
をご教示願います。

１のとおり、事業年間全ての総計をご記入ください。

146 募集要項（提案審
査）

2 これは先の未公表項目に挙げておりませんが、総合医療情報システム
の運用保守管理実施事業者の総合医療システムの運営・保守管理業
務の実施企業の位置付け（出資の有無、有る場合その割合等）につい
て、以前の質疑応答の中で「後日公表」ということでしたが、その後決定
した事柄はありますでしょうか。提案書提出後、SPC出資割合の変更が
禁止されるとすると、提案書が作成しかねますが。

提案時に総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の出資が予
定されておらず、SPC設立時に総合医療情報システムの運用保守管理実
施事業者が出資することとなった場合及び提案時よりもSPC設立時におけ
る総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の出資割合が増加
する場合は、その変更を認めます。
一方、提案時に総合医療情報システムの運用保守管理実施事業者の一
定割合の出資が予定されているがSPC設立時にはその出資割合が低下
することが予定される場合は、出資割合が低下した場合における基本協
定記載の要件を満たす手段もあわせてご提案下さい。ご提案いただいた
方法どおりの変更については認めます。
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147 募集要項(提案審
査)

4 2 (6) ① 第3回質問回答No.231への回答において適応される開院日の基準金利
について、詳細ご教示下さい(例:Telerate17143ぺージに掲示される午前
11時現在の6ヶ月LIBOR･10年ものの(円／円)金利スワップレート等)。

第３回質問回答のNo.231にて回答いたしました提案価格算定の前提とな
る基準金利については、以下のとおり修正させて頂きます。
応募者が借入を予定する場合、提案においては5月16日の基準金利に基
づいて算定してください。基準金利は午前10時現在の東京スワップレファ
レンスレート（ＴＳＲ）としてTelerate17143ページに掲示されている６か月
LIBORベース（円/円）金利スワップレートとし、期間は事業者の提案する
期間によるものとし、提案時に明示してください。
なお、基準金利の確定日は、開院日とします。

148 募集要項（提案審
査）

6 3 (1) 第三回の質疑でもご質問させて頂きましたが、現在の各種資料公表状
況、回答状況（実質約2ヶ月程の遅れ）では、提案書の作成、事業計画
の立案並びに金融機関との打合せ、同意書又は関心表明書類の取り付
け作業等が難航しており、4/30の提案書提出は事実上不可能に近い状
態です。恐らくこの状況は、私共のグループだけではなく、他の一時通過
者も同様の状態と推察致します。よって、誠に恐縮ではございますが、
本事業にとってより良い提案書の作成並びに、より総事業費の抑制を実
現した価格での契約の為に、今一度提案書提出期限の延期（最低約
１ヶ月として5月末）を早急にご検討願えませんでしょうか。但し、これは
あくまで一両日中に全ての未公表資料が公表される前提であり、それが
さらに遅れる場合は、全ての資料が公表されてから最低２ヶ月は提案書
作成期間を設けて頂きたいのですが、如何でしょうか。

期間については延長します。詳細は別途公表します.

149 その他 世間一般に公表されている医療文献や医療関連書籍を検索するシステ
ムを事業者が用意する必要はないでしょうか。

Med-Lineのような医療文献や医学図書を検索するシステムを設置してい
ただく必要があります。

150 その他 薬品の包装のバラ品の扱いについてはどのようにお考えでしょうか。 バラ品も結構です。提案に委ねます。
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