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１ 趣旨 

本書は、社会福祉法人恩賜
財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院（以下「当院」とい

う。）が実施する「病院情報システム更新事業」に関して、公募型企画競争（以下「プロポ

ーザル」という。）を実施するに当たり、その要領等を定めるものである。 

 

 

２ 業務名 

済生会新潟病院病院情報システム更新事業に係る業務委託及び物品の購入一式 

 

 

３ 業務内容 

当院病院情報システム更新事業として、電子カルテシステムの新規導入を始め、オーダ

エントリシステムや医事会計システム等の既存病院情報システムの更新、並びにデータウ

ェアハウス及び汎用画像管理システム等の新規導入に伴うハードウェアとソフトウェアの

整備、そしてネットワーク機器や一部ネットワークの更新等を行うものです。特に、電子

カルテシステムの新規導入に伴い、診療録及び診療諸記録の電子保存への運用移行にあわ

せ、業務の態勢やプロセスの最適化にも取り組むものです。 

詳細については、別に交付する「提案要求仕様書」を参照してください。 

 

 

４ 履行及び納入場所 

済生会新潟病院（新潟市西区寺地２８０－７） 

この他、委託や納入業務の内容等により別場所を認める場合があります。 

 

 

５ 履行及び納入期限 

令和３年５月３１日 

なお、令和３年６月１日以降の保守業務については、本業務とは別に年度単位での業務

委託契約を締結する予定です。 

 

 

６ 提案限度額 

1,000,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。 

 

７ 提案参加資格 

次のすべての要件を満たす者とします。 

 

（１） 参加表明書（様式第２号）の提出時点で、社会福祉法人
恩賜

財団済生会経理規程第４条

を満たすこと。 

 

第４条 契約担当者は、特別な理由がある場合を除くほか、競争入札に当該入札

に係る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を参加

させることができない。 

２ 本会が行う競争入札に参加できる者は、本会の本部及び支部・施設が所在す
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る地方公共団体の建設工事、測量、建設コンサルタント等及び委託、役務並び

に物品調達に関する入札参加登録資格を得ている者とする。 

３ 当該地方公共団体の指名停止の措置がなされている者は、当該指名停止の期

間、競争入札に参加させないものとする。 

４ 契約担当者は、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に対して、あ

らかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員

の数、資本の額その他の経営の規模及び状況等を要件とする資格を定めること

ができる。 

５ 契約担当者は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定める

ところにより、定期的又は随時に、入札に参加しようとする者の申請に基づき、

その者が当該資格を有するか否かを審査しなければならない。 

 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない

こと。 

（４）次のアからウまでのすべての要件を満たす者であること 

ア 参加表明書（様式第２号）の提出時点で、一般病床の届出病床が４００床以上で

ある公的病院（国内に限る）において、電子カルテシステム（カルテ・オーダ・看

護支援）や医事会計システム及び放射線部門システム等の複数部門システムの導入

や更新に値する、本事業と同等かつ同規模事業に相当する事案を受注した実績を有

すること。 

 ただし、ハード更新やＯＳのバージョンアップ対応のみを範囲とする更新は対象

としないものとする。 

イ アの実績は、いずれも平成２８年１月１日から令和元年９月３０日の間に、対象

システム・事業が本稼働し、かつ業務履行或いは納入が完了した案件であること。 

ウ ア及びイを満たす実績として、１０件以上を有すること。 

 

 

８ 履行に必要な要件 

「７ 提案参加資格」に記載のとおり。 

 

 

９ 誓約書の受理期間、提出先及び方法等 

業務説明資料の交付に当たっては、交付を受ける前に誓約書（様式第１号）を提出する

必要があります。 

 

（１）受理期間 

令和元年１０月９日（水）～ 令和元年１０月２１日（月） 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院 総務課 管財係 同左 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 
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（３）その他、留意事項等  

誓約書の提出は「７ 提案書の参加資格」を満たす者に限ります。 

提出方法に関わらず、誓約書を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話でのご連

絡をお願いします。 

郵送の場合は、書留郵便にてお送りください。 

誓約書の提出は、１業者につき１通とします。（異なる支店や支社名等による複数

提出は行わないこと。） 

 

 

１０ 業務説明資料の交付期間、交付場所及び方法等 

 

（１）交付期間 

令和元年１０月９日（水）～ 令和元年１０月２１日（月） 

 

（２）交付場所及び方法等 

 直接交付 郵送による交付 

交付場所 当院 総務課 管財係 －（郵送） 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

 

（３）その他、留意事項等  

交付方法に関わらず、業務説明資料の交付を依頼する前に「２１ 問合せ先」宛、

電話でのご連絡をお願いします。 

交付する業務説明資料は、電子データ（媒体）で交付します。印刷物の交付は行い

ませんので予めご了承ください。 

郵送の場合は、誓約書に記載されている連絡先に電子データ（媒体）をお送りしま

す。 

 

 

１１ 参加表明書の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間 

令和元年１０月９日（水）～ 令和元年１０月２１日（月） 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院 総務課 管財係 同左 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

提出物 ①参加表明書（様式第２号） 

②企業概要（様式第２号の１） 

③同種・類似業務に係る実績調書（様

式第２号の２） 

同左 
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（３）その他、留意事項等  

提出方法に関わらず、参加表明書を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話での

ご連絡をお願いします。 

郵送の場合は、書留郵便にてお送りください。 

 

 

１２ 質問の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間  

令和元年１０月９日（水）～ 令和元年１０月２３日（水） 

 

（２）提出先及び方法等  

 メールによる提出 

提出先 当院 総務課 管財係 

電子メールアドレス keiyaku＠ngt.saiseikai.or.jp 

メール件名 【質問】病院情報システム更新事業〈参加者名称〉 

提出物 ①質問書（様式第４号）･･･ PDF 形式 

②質問シート（様式第４号の１）･･･ Word 形式 

回答期限 令和元年１０月２８日（月）を予定 

回答方法 電子メール 

 

（３）その他、留意事項等  

質問の受付期間中であれば、質問回数の上限は設けませんが、①質問書（様式第４

号）及び②質問シート（様式第４号の１）は、前回質問分との合体は避け、新規質問

分として作成の上、提出してください。 

質問への回答は、原則として提案資格を有する者に電子メールにて行います。質問

元は公表しませんが、質問文章からプロポ―ザルの公平性や透明性を脅かす用語や表

現を含む場合は、当院側で調整する場合があります。 

本業務のプロポーザルに係る内容の訂正や、スケジュールの変更等が発生した場合

も、質問回答の公表にあわせ、質問書に記載されている連絡先に電子メールにて通知

します。 

 

 

１３ 提案資格確認及び提案提出要請の通知 

参加表明書を受理した参加希望者に対して、当院で提案資格の確認を行い、その結

果を通知します。併せて、提案書の提出を要請します。 

 

（１）通知日（予定） 

令和元年１０月２５日（金） 

 

（２）方法等 

参加表明書に記されている住所、商号又は名称、及び代表者職氏名宛に郵送により

提案資格の確認通知書及び提出要請書を送付します。 
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（３）その他、留意事項等  

提案資格を満たさないことを確認した参加希望者に対しては、その理由を付して通

知します。 

参加資格を満たさない者は、速やかに当院から受理したすべての文書及びデータ

（媒体）の返却、並びに複写した文書（写）等の破棄を参加予定者の責任及び経費負

担で実施してください。 

 

 

 

１４ 参加辞退届の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間 

令和元年１０月２８日（月）～ 令和元年１１月８日（金） 

 

（２）提出先及び方法等 

 持参による提出 郵送による提出 

提出先 当院 総務課 管財係 同左 

時間 平日の９時～１７時 

（１２時～１３時は除く） 

随時 

提出物 ①参加辞退届（様式第３号） 同左 

 

（３）その他、留意事項等  

提出方法に関わらず、参加辞退届を提出する前に「２１ 問合せ先」宛、電話での

ご連絡をお願いします。 

郵送の場合は、書留郵便にてお送りください。 

 

 

１５ 提案書等の受付期間、提出先及び方法等 

 

（１）受付期間  

令和元年１０月２８日（月）～ 令和元年１１月１１日（月） 

 

（２）提出先及び方法等  

 持参による提出 

提出先 当院 総務課 管財係 

提出物 文書種別 様式等 媒体 部数 

①提案書 様式第５号 紙 １部 

②提案書（本体） 指定なし 紙 １６部 

③提案概要書 指定なし 紙 ２５部 

④個別要求事項 別紙１８ 紙 １部 

⑤提案見積書 様式第６号 紙 １部 

⑥参考見積書 様式第７号の１ 

様式第７号の２ 

紙 各１部 

①～⑥の電子ファイル一式 - CD-ROM １部 
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（３）その他、留意事項等  

提案書等の提出方法は原則として当院への持参です。個別の事情により持参できな

い場合は個別に対応しますのでご連絡ください。 

提案書の作成及び提出に係る詳細については、別途配布する「提案書等作成要領」

を必ず確認してください。 

提案見積書（様式第６号）と参考見積書（様式第７号の１）（様式第７号の２）は

ひとつの封筒にまとめて入れ、封印のうえ、表面に本件業務名、提案者名及び提出年

月日を明記してください。 

 

 

１６ プレゼンテーションの日程、場所及び方法等 

 

（１）日程  

令和元年１１月１８日（月） 時間未定 

 

（２）場所及び方法等 

形式 集合・対面 

場所 当院１０階会議室 

時間 １参加者につき、次の時間配分を予定しています。 

・準備：１０分以内 

・発表：４０分以内（提案概要説明） 

・質疑応答：２０分 

内容及び進行順 １）事前提出した「提案概要書」に沿った提案内容の説明 

２）提案全体に対する質疑応答 

参加者要件 １参加者につき１０名以内とすること 

参加者は提案事業者及びその関連会社の社員であること 

当院参加者 以下の参加者を予定しています。 

・済生会新潟病院病院情報システム更新事業選定委員会（以下

「選定委員会」という。）の構成員及び事務局員 

・その他、選定委員会委員長が認める職員等 

PC 等準備 当院側では、スクリーン（正面・固定）のみ準備します。提

案概要の説明用としてご利用いただけます。 

参加者におかれましては、プレゼンテーションに使用するプ

ロジェクタ及び PC を準備・持参の上、会場に設置してください。 

その他詳細については、参加者に対して別途通知します。 

 

（３）その他、留意事項等  

本件業務提案の評価を希望する参加者は、プレゼンテーションに参加する必要があ

ります。特段の事情がなく、プレゼンテーションを欠席する場合は、提案内容に関わ

らずプロポーザルへの参加を辞退されたものと扱う場合があります。 

参加者が多数であり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合には、

選定委員会において提案書等の第一次審査を行い、基準を満たした提案書等を提出し

た参加者に対してのみ、ヒアリングを行い評価する場合があります。 

プレゼンテーション時に使用する資料（コンテンツ）は、当院が要求する場合を除

き、提案書等の提出期日までに提出したものとします。 

プロジェクタでスクリーンに投影する資料は、「提案概要書」とします。 
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プレゼンテーションの参加に当たっては、当院の運営に支障を与えることのないよ

う、言動へのご配慮をお願いします。また、当日の進行は当院職員の指示に従うもの

とし、当院職員等への不要の接触や、当院が指定する場所以外への立ち入り及び待機

等はお控えください。 

 

 

１７ 提案の評価 

 

（１）評価方法 

当院が設置する選定委員会において、当院が別に定める評価基準に基づき企画提案書

類の内容や提案見積金額及び参考見積金額、並びにプレゼンテーションにおける説明姿

勢や応対スキルを対象に、審査・評価します。その結果、最高の評価を得た第一位の提

案者を本事業の第一優先交渉権者として、また第二位として評価の高い提案者を第二優

先交渉権者としてそれぞれ特定します。 

なお、提案者が３者以上の場合は、選定委員会により第三位の提案者を交渉権者とす

るか否かを決定することとします。 

 

（２）評価項目 

・基本方針の理解 

・IT 統制への対応 

・システムライフサイクル 

・プロジェクト管理 

・プロジェクト運営（フェイズⅠ） 

・プロジェクト運営（フェイズⅡ） 

・維持・保守業務委託（フェイズⅢ） 

 

※配点等や評価観点については、非公式とします。 

 

 

１８ 受託者選定の通知 

 

（１）通知日（予定）  

令和元年１１月２２日（金） 時間未定 

 

（２）方法等 

選定委員会の評価の結果について、選定された者（以下「選定者」という。）及び

選定されなかった者（以下「非選定者」という。）に対して書面により通知します。 

通知は、提案書に記す住所、商号又は名称、及び代表者職氏名宛に郵送により行い

ます。 

 

 

１９ 受託者選定後の契約交渉の期限及び方法 

 

（１）交渉期間（予定）  

令和元年１１月２５日（月）～ 令和元年１２月６日（金） 

 

  



 

公募要領 －8－ 

 

（２）交渉内容（予定） 

ア 提案内容の確認について 

イ 契約内容（業務委託仕様等）について 

ウ 契約期間について 

エ 契約金額について 等 

なお、契約内容については、要求内容の前提が変わらない範囲の内容変更を相談・協

議する場合があります。 

 

（３）契約交渉（予定） 

第一優先交渉権者との交渉は、「１８ 受託者選定の通知」の通知日から１週間（５営

業日）を期日として契約仕様や金額に係る単独随意契約の交渉を行います。その期限ま

でに当院との契約条件の合意に至らない場合は、第二優先交渉権者へ交渉の相手方を変

えて、随意契約の交渉を行います。 

第一優先交渉権者及び第二優先交渉権者ともに交渉の合意に至らない場合は、本事業

の提案を再公募することがあります。 

 

 

（４）その他、留意事項等 

次に該当する場合は、選定者の提案を無効とし、契約を締結しない場合があります。 

ア 選定者の諸般の事情等により提案した本件業務に係る業務委託及び物品の納入が

確実に履行できないと当院が判断したとき。 

イ 選定者が著しく社会的信用を損なう行為等により、本件業務に係る業務委託者及

び受注者としてふさわしくないと当院が判断したとき。 

ウ 契約交渉の結果、合意が得られないと当院が判断したとき。 

 

 

２０ 特記事項 

 

（１）使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

（２）経費負担 

プロポーザルへの参加及び提案書等の提出物の作成に係る一切の経費は、参加希望

者及び参加者の負担とします。 

 

（３）提供文書や情報の扱い 

当院が参加希望者及び参加者に提供する一切の文書や情報については、本件業務の

プロポーザル参加以外の目的に使用できません。また、当院の事前許可なく第三者に

開示できません。 

 

（４）提出書類の扱い 

当院へ提出された提案書等の提出物は返却しません。また、一旦提出した提案書等

の差し替えもお受けいたしません。 
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２１ 問合せ先（事務局） 

〒９５０-１１０４ 新潟市西区寺地２８０－７ 

済生会新潟病院 総務課 管財係 

電 話 ０２５－２３３－６１６１ 

ＦＡＸ ０２５－２３３－８８８０ 

電子メールアドレス keiyaku@ngt.saiseikai.or.jp（代表） 

 

 


