
一般競争入札公告 

令和４年５月１０日 

次のとおり一般競争入札を実施する。 

宮崎県済生会日向病院  

院長  林 克裕 

 

記 

１． 契約者 

社会福祉法人
恩賜

財団 済生会支部 宮崎県済生会日向病院  院長  林 克裕 

 

２．入札に付する事項 

（１）入札対象契約 

薬剤部門システム 一式 

（２）入札対象契約の仕様 

別紙「仕様書」の通り 

（３）業務・商品提供場所 

〒889-0692 

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 宮崎県済生会日向病院 内 

（４） 納入期限 

令和４年１２月末日 

納入日については当院と落札者との協議の上決定する。 

（５）その他 

   入札日には落札予定者を決定するものとする。 

 

３． 入札に参加する者に必要な資格 

次に掲げる事項のすべてに該当するものが、この入札に参加することができる。 

（１） 当該契約を誠実に締結する能力を有する者。 

（２） 令和４年５月２５日現在、済生会の存在する40都道府県の中に、入札資格登録

を有している者。且つ指名停止等の措置を受けていないこと。 

（３） 設置機器の故障時等に３０分以内に対応できる体制を有し、迅速なアフターサ

ービスの体制が整備されていることを証明した者。 

（４） 暴力団関係事業者等であることにより、競争入札への参加を除外されていない



こと。 

（５） 次の各号の一に該当する事実があった後、２年以上経過していている者。（こ

れを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。） 

①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、又は品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

②公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得る 

ための連合をした者 

③交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げた者 

④監督又は検査の実施に当たり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた

者 

⑤正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

⑥契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

⑦前各号に類する行為を行った者 

（６）地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の4 第1 項に規定された

者でないこと。 

（７）会社更生法（平成14 年法律第154 号）又は旧会社更生法（昭和27 年法律第172

号）に基づき更生手続開始の申立をなし又は申立がなされている者でないこと。

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をなし又は

申立がなされている者でないこと。破産法（平成16 年法律第75 号）に基づき

破産手続開始の申立をなし若しくは申立がなされている者でないこと、又は旧破

産法（大正11 年法律第71 号）に基づき破産の申立をなし若しくは申立がなさ

れている者でないこと。 

（８）過去３年間以内に、宮崎県済生会日向病院との取引実績があること。但し、実績

がなくとも病院側が承認した場合は可とする。 

 

４． 入札手続き等 

（１）担当部門（問合せ先） 

〒889-0692 

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 宮崎県済生会日向病院 

TEL：0982-57-4270 FAX 0982-63-4370 

担当者： 総務課 新原 悠介 

E-mail youdo@hyuga.saiseikai.or.jp 

※入札参加希望企業は、５月２４日（火）午前中までに担当者へ連絡を入れる事。

連絡無き場合は失格とする。 

mailto:youdo@hyuga.saiseikai.or.jp


（２）落札予定者は、最低価格方式をもって決定する。 

（３）入札者は、労務費のほか、資材費、保険料、関税等の納入に要する一切の諸経費

を含め、契約金額を見積もるものとする。 

（４）入札書は、様式1により作成し、様式2の封書に入れ、本人または様式3による 

委任状の交付を受けた代理人が持参するものとし、郵送または電送によるもの

は受付しない。 

（５）入札額は、消費税抜きの納品工事完了額を入札書に記載すること。 

（６）入札書のほかに、内容（見積内訳書）、受託条件等の詳細が記載された書類（工

事工程表・施工計画書）を添付すること。保守サービス及び修理対応時の体制表、 

会社案内、経歴書、宮崎県又は門川町の入札参加資格を有する事が確認できる書

面等も添付すること。 

（７）入札者は、その提出した入札書の差し替え、変更または取り消しをすることはで

きない。 

（８）入札に参加しない、または該当しない場合には、入札書・入札金額欄にその旨を

記載し期日までに提出すること。この場合は郵送でも可。但し、提出する際は

封書に封印をして提出すること。 

 

５．入札の無効 

次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。 

①入札について不正の行為があった場合。 

②入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合、または、記名捺印が無

い場合。 

③指定の入札日時までに到達しない場合。 

④入札書を2通以上提出した場合。 

⑤他の入札者の代理を兼ね、又は、2人以上の代理をした場合。 

⑥代理人が委任状を持参しない場合。 

 

６．入札の日時及び場所 

（1）入札日時 

令和４年５月２５日（水曜日）１６時１５分 

 

（2）入札場所 

〒889-0692 

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会日向病院 外来棟2階会議室1、2 



（3）落札予定者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）した

者を落札予定者とする。ただし、入札の回数は２回とし、２回の入札によっても

落札予定者がいない場合は、最低の価格をもって入札した者と予定価格の制限範

囲内での随意契約に移行する。 

 

（4）契約 

落札者と当院の直接契約となる。 

尚、入札内容について精査が必要なため、開札時に落札予定者を決めるが、そ

の後、本落札者決定に数日かかる事がある。 

内容に不備もしくは相違が発覚した場合、次点が落札予定者となる。 

 

（5）その他 

①入札保証金及び契約保証金は免除 

②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及び入札に関する条件に違反 

した者は、無効とする。 

  ③落札者は、仕様内容に関してオプション品を含めて当院と協議の上、柔軟に対応

し納品すること。 

  



【様式１】 

入 札 書 

（第○回） 

 

 

入 札 金 額       

（見積金額）税抜 

 

一金         円 

 

     入札物件名 ：           

 

契 約 場 所 ： 社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 宮崎県済生会日向病院 

 

  上記の通り入札致します。 

 

  社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院 

   院長 林 克裕 殿 

 

                  令和   年   月   日 

 

住 所 

名称等 

氏 名              印 

    入札者が代理人の場合 （代理人氏名            印） 

総額(税抜)で記入ください 

・日付は入札日を記入ください 

・住所～は社判でも可 

・氏名は代表者名かつ印鑑は代表者印 

・代理人氏名の印鑑は代理人本人の 

認印 

もしくは  辞退します 



【様式１】 

入 札 書 

（第 回） 

 

 

入 札 金 額       

（見積金額）税抜 

 

一金         円 

 

入札物件名 ：                

 

       契 約 場 所 ： 社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会支部 宮崎県済生会日向病院 

 

  上記の通り入札致します。 

 

社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院 

       院長 林 克裕 殿 

 

                  令和   年   月   日 

 

住  所 

事業所名 

氏  名                印 

    入札者が代理人の場合 （代理人氏名               印） 



【様式２】 

入札書用封筒 

 

入札書は以下の見本を参考にした封筒に入れ、必ず糊付け封印して提出すること。 

 

 

 

 

 

※社名等の印刷された封筒を使用すること。  

 

             

 

 

 

 

 

社
会
福
祉
法
人 

恩
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財
団 

済
生
会
日
向
病
院 

院
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克

裕 

殿

  

 

入 

札 

書 

裏 

（見本） 

割印 

割印

割印 

表 



【様式３】 

委 任 状 

 

社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院 

        院長 林 克裕 殿 

 

 

 私は、                                を代理人と定め、下記権限を委任しま

す。 

 

受任者使用印鑑  

 

記 

 

１． 社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院の       の入札に関する一切の件 

     

以上 

  令和  年  月  日 

 

住 所                 

名称等                 

氏 名               印 

代理人の印鑑 

(みとめ印) 

・日付は入札日をご記入ください 

・住所～は社判でも可 

・氏名は代表者名かつ印鑑は代表者印 



【様式３】 

 

委 任 状 

 

社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院 

       院長 林 克裕 殿 

 

 私は、                                を代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

受任者使用印鑑  

 

記 

１．社会福祉法人 
恩賜

財団 済生会日向病院の                       一式の入札に関す

る一切の件 

 

以上 

  令和  年  月  日 

 

住 所                 

名称等                 

氏 名               印 



 

 

 

 

 

 

 

 

薬剤部門システム 一式 

 

 

 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 5 月 

宮崎県済生会日向病院 

 

 



Ⅰ.仕様書の概要説明 

1. 調達の背景及び目的 

   当院の電子カルテシステムは前回更新時から６年を経過し、保守契約終了のため契約更新を

予定している。それに関連する薬剤部門システム一式（機器）を更新し、システム機能の維持

と業務の効率化を目的とする。 

 

2. 調達物品名及び構成内容 

 

薬剤部門システム一式 

 

（設置機器等内訳） 

 

（処方解析システム） 

１．処方受診端末（19 インチ液晶モニタ付パソコン）    1台 

２．処方解析端末（19 インチ液晶モニタ付パソコン）    1台 

３．薬袋プリンタ       2台 

  ４．ラベル発行プリンタ  2台 

（注射解析システム） 

１．注射受信端末（19 インチ液晶モニタ付パソコン）       1台 

2．注射解析端末（19 インチ液晶モニタ付パソコン）       1台 

3．注射箋発行プリンタ  1台 

4．ラベル発行プリンタ  1台 

（サーバ） 

1．調剤用サーバ装置   1台 

（調剤機器） 

１．散薬監査システム １式 

（内訳） １、バーコードリーダー １台 

      ２、サーマルプリンタ   １台 

      ３、液晶一体型タッチパネル式パソコン 1台 

１．自動散薬分包機制御用端末（タッチパネル式ノートパソコン）   1台 

２．全自動錠剤分包機制御端末（19 インチ液晶モニタ付パソコン）  1台 

（服薬指導システム） 

１．メンテナンス端末（19 インチ液晶モニタ付 PC） 1台 

２．服薬用サーバ装置 1台 

（追加機器） 

１．QR コード読み取り用バーコードリーダー  2台 



以上、搬入、据付、配線、調整を含む。 

   （詳細については、「性能・機能以外の要件」に示す。） 

 

 ３．納入場所 

 〒889-0692 

宮崎県東臼杵郡門川町南町4丁目128番地 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会日向病院内 

 

 ４．技術的要件の概要 

 （１）本調達物品に係る性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以

下「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。 

  （２）技術的要件は、すべて必須の要求要件である。 

 （３）技術的要件は、要求設備が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性

能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の

対象から除外する。 

 （４）入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本院機種選定委員会

において、入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を

審査して行う。 

 

５．その他 

 （１）提案に際しては、提案物品が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいはど

のように実現するかを要求要件ごとに具体的にわかり易く、図面・機器仕様書、物性

資料等を添付して説明すること。従って、審査するにあたって提案の根拠が不明確、

説明が不十分で技術審査に重大な支障があると判断される場合は、要求要件を満たし

ていないものとみなす。 

  （２）提出された内容等について、問い合わせやヒアリングを行う場合がある。 

（３）物品の搬入、据付、配線、調整等に要する全ての費用は、受注者の負担とすること。 

  



Ⅱ．調達物品に備える技術的要件 

 

1 薬剤部門システム 

 

1-1 データ受信機能 

1-1-1 "電子カルテシステムより、以下の情報を受信できること。  

    ◦ 処方オーダ ◦ 注射オーダ ◦ 患者基本情報 ◦ 検査値オーダ ◦ 持参薬オーダ" 

1-1-2 台数は内服用と注射用の PC2台構成とすること。 

1-1-3 処方解析システム/注射解析システムと PCは共有できること。 

1-2 処方解析支援機能 

1-2-1  電子カルテシステムからの処方データを、データ受信システムを介し受信し、既存の処 

方解析システムと連動できること。 

1-2-2   電子カルテシステムから受信した情報を、薬剤部門システム用にデータ変換できること。 

1-2-3 電子カルテシステムから送られてきた情報区分により、各種設定ができること。 

1-2-4 薬剤部の運用にあったタイミングで帳票発行、機器動作ができること。 

1-2-5 構成は、現在使用している処方解析システムの PC1台とすること。 

1-2-6 調剤内規は 50種以上のパターンが登録でき、既存の内規設定を流用できること。 

1-2-7 ハードトラブル時、号機振替やプリンタ出力先の振替が簡易な操作でできること。 

1-2-8 処方情報は内規に合致した情報処理をし、既存の各調剤機器へ送信できること。 

1-2-9 処方情報を画面上に表示し、処方のチェックができること。 

1-3 帳票類制御機能 

1-3-1 構成は、現在使用している帳票類発行システムをそのまま使用し、制御用 PC１台、薬袋

プリンタ２台、ラベルプリンタ２台とすること。 

1-3-2 薬袋プリンタは、A４ジェルジェットプリンタであること。 

1-3-3 薬袋プリンタの給紙段数は、４カセット以上であること。 

1-3-4 ラベルプリンタは、感熱式プリンタであること。 

1-3-5 ラベルプリンタは、お薬手帳ラベル、水剤・外用ラベルの発行ができること。 

1-3-6 各プリンタとの接続に際し費用が発生する場合は、本調達に含めること。 

1-3-7 処方箋、薬袋等の表記は現在使用しているレイアウトをそのまま使用できること。 

1-3-8 薬袋およびラベルは、現在使用している消耗品をそのまま使用できること。 

1-3-9 処方区分によって、薬袋プリンタの振り分けができること。 

1-4 調剤機器 

1-4-1 電子カルテシステムからの処方情報を処方データ受信システム及び処方解析システム

を介して直接受信し、連動すること。 

1-4-2 散薬監査支援機能 

1-4-2-1 "構成は、現在使用している散薬監査システム１台をそのまま使用し、以下ハード機器

は本調達に含めること。 



    ◦ 液晶一体型タッチパネル式パソコンｘ１台 ◦ バーコードリーダーｘ１台  

    ◦ サーマルプリンタｘ１台" 

1-4-3 散薬分包機 

1-4-3-1 "構成は、現在使用している散薬分包機制御プログラム、自動散薬分包機１台をそのま

ま使用し、以下ハード機器は本調達に含めること。 

    ◦タッチパネル式ノートパソコンｘ１台" 

1-4-4 錠剤分包機 

1-4-4-1 "構成は、現在使用している錠剤分包機制御プログラム、全自動錠剤分包機１台をそ

のまま使用し、以下ハード機器は本調達に含めること。 

     ◦デスクトップパソコンｘ１台" 

1-5 注射解析支援機能 

1-5-1 電子カルテシステムからの注射データを、データ受信システムを介し受信し、既存の注

射解析システムと連動できること。 

1-5-2   電子カルテシステムから受信した情報を、薬剤部門システム用データに変換できること。 

1-5-3 システム構成は、現在使用している注射解析システム 1台とすること。 

1-5-4 ハード構成は PC1台、プリンタ１台、ラベルプリンタ１台とし、本調達に含めること。 

1-5-5 帳票発行用プリンタは、A４カラーレーザープリンタであること。 

1-5-6 ラベルプリンタは、感熱式プリンタであること。 

1-5-7   注射箋、注射ラベル等の表記は現在使用しているレイアウトをそのまま使用できること。 

1-5-8 注射解析システムのデータ保管用サーバは、患者単位のデータベース構築の為、処方解

析システムと同一のサーバを利用すること。 

1-6 服薬指導支援機能 

1-6-1 既存の医薬品データベース、薬剤管理指導支援システム、持参薬管理システム、医薬品

情報検索システムをそのまま使用すること。 

1-6-2 薬剤管理指導支援システムは Web型システムであること。また、院内ネットワークに接

続されている電子カルテ端末から使用できること。 

1-6-3 システム構成として、サーバー1 台で運用できるシステムであること。また、薬剤管理

指導支援システム専用のクライアント端末がなくても、院内ネットワーク上の電子カル

テ端末にインストールされている Webブラウザソフト（Internet Explorerまたは Edge

（IEモード））を利用して運用できるシステムであること。 

1-6-4 "以下のデータを取り込む機能があること。また、手動での登録、修正、削除の入力も

可能であること。 

    ◦ 処方情報、注射情報、持参薬情報 

    ◦ 患者基本情報（患者 ID・患者氏名・患者住所・性別・身長・体重等） 

    ◦ 患者プロファイル情報（アレルギー、感染症、既往症、妊産・授乳、 

     副作用発現歴、身体機能等） 



    ◦ 移動情報（入院、退院、診療科、病棟、主治医、転棟転科情報等） 

    ◦ 検体検査情報（血球検査、生化学検査等） 

    ◦ 服薬指導依頼情報 

    ◦ 病名情報" 

1-6-5 電子カルテシステム連動用として、薬剤管理指導の算定・レポート情報を出力できるこ 

と。 

1-6-6 データ更新、マスタ整備などの保守用としてデスクトップパソコン x１台を本調達に含 

めること。 

1-6-7 お薬手帳の QRコード読込み用としてバーコードリーダーｘ２台を本調達に含めること。 

1-6-8 医薬品情報データベースの更新は、年 12回（毎月 1回）できること。 

1-7 持参薬連携機能 

1-7-1 持参薬情報を CSVデータとして書き出しできること。 

1-7-2 電子カルテシステム連動用として、持参薬鑑別データを出力できること。 

 

2 （性能、機能以外に関する要件） 

 

2-1 搬入及び据え付け及び調整等 

2-1-1 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。 

2-1-2 装置の納入場所については、当院と協議すること。 

2-1-3 搬入・据え付け調整にあたり建物の改修等を行なう必要が生じた場合は、納入業者の負

担で行なうこと。 なお、納入場所の面積・設備等の詳細は当院に問い合わせること。 

2-1-4 調達物品の構成内容については、当院に問い合わせること。 

2-1-5 メンテナンスサービスの拠点が県内にあること。 

2-1-6 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。 

2-1-7 本調達品の保証期間は、安定稼動時から１年間とすること。 

2-1-8 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定

した供給が確保されていること。 

2-2 その他 

2-2-1 取扱説明書は、日本語版で１部以上提供すること。 

2-2-2 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。 

2-2-3 調達物品のうち薬事法の製造承認の対象となる医療用具については、厚生労働大臣の承

認を受けていること。  

 


