官

報

(号外政府調達第  号)

Ｃ

File Server
File Server must have large‑amount of
storage and provide high‑performance
parallel file‑system functionality.
File Server must enable low‑latency
and high‑performance access from Com‑
puting Cluster, Frontend Server.
Ｄ Software
Programming languages, exemplified
by FORTRAN, C, and C++ optimal for
both CPU and accelerators, and its corre‑
sponding programming and tuning‑sup‑
porting software stack including auto‑
parallelism and tuning processing must
be prepared.
Message passing libraries conforming
to MPI 3.0 more must be equipped and
available for multi‑node processing on
Computing Cluster.
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 17 : 15 12 July, 2019
 Contact point for the notice : MICHIKI
Hiroharu, Contract Division, Department
of Finance, Osaka University, 11
Yamadaoka Suita‑shi Osaka 5650871
Japan, TEL 0668794010
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資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 27 日
国立大学法人神戸大学
契約担当役 理事 加藤
健
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 Ｘ線診断システム
一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和元年度12月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 64列以上の検出器を有すること。
Ｂ 全身および心大血管の撮影が可能である
こと。
Ｃ ＤＩＣＯＭ対応のインターフェイスを有
すること。

２

資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和元年７月12日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒6500017 神戸市中央区楠町
７５１ 神戸大学医学部管理課病院契約
係 岡村
宏 電話0783825120
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
７月12日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 令和元年６月５日14時00分
 開催場所 神戸大学医学部管理棟入札室
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 22, 31
 Nature and quantity of the products to be
purchased : X‑ray diagnostic system 1 Set
 Type of the procurement : Purchase
 Basic requirements of the procurement :
Ａ A detector is necessary more than 64.
Ｂ Its possible to take a scan of the whole
body and cardio vascular.
Ｃ Interface corresponding to DICOM is
needed.
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 17 : 00 12 July, 2019
 Contact point for the notice : Okamura
Hiroshi, Contract Affairs Section, Finan‑
cial Management Division, Kobe University
Hospital, 751 Kusunoki‑cho Chuo‑ku
Kobe‑shi 6500017 Japan, TEL 078382
5120

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 27 日
国立大学法人神戸大学
契約担当役 理事 加藤
健

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 Ｘ線透視診断装置
一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和元年度12月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 医療法に準拠していること。
Ｂ ＦＰＤを搭載していること。
Ｃ 既存のＲＩＳ、ＨＩＳに接続できること。
Ｄ ナビゲーションと連動できること。
Ｅ 他科との手術への利用ができること。
２ 資料及びコメントの提供方法 上記１の物
品に関する一般的な参考資料及び同の要求要
件等に関するコメント並びに提供可能なライブ
ラリーに関する資料等の提供を招請する。
 資料等の提供期限 令和元年７月12日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒6500017 神戸市中央区楠町
７５１ 神戸大学医学部管理課病院契約
係 岡村
宏 電話0783825120
３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給
者に対して導入説明書を交付する。
 交付期間 令和元年５月27日から令和元年
７月12日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
４ 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を
開催する。
 開催日時 令和元年６月６日14時00分
 開催場所 神戸大学医学部管理棟入札室
５ その他 この導入計画の詳細は導入説明書に
よる。なお、本公表内容は予定であり、変更す
ることがあり得る。
６ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 22, 31
 Nature and quantity of the products to be
purchased : The fluoroscopy diagnostic sys‑
tem 1 Set
 Type of the procurement : Purchase
 Basic requirements of the procurement :
Ａ It is necessary for these systems to be
based on a law.

Ｂ

These systems must be equipped with
FPD.
Ｃ Connect these system to an existing
RIS, HIS.
Ｄ These systems can connect with navi‑
gation system.
Ｅ These systems can be used for sur‑
geries of other departments.
 Time limit for the submission of the re‑
quested material : 17 : 00 12 July, 2019
 Contact point for the notice : Okamura
Hiroshi, Contract Affairs Section, Finan‑
cial Management Division, Kobe University
Hospital, 751 Kusunoki‑cho Chuo‑ku
Kobe‑shi 6500017 Japan, TEL 078382
5120

資料提供招請に関する公表
次のとおり物品の導入を予定していますので、
当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和元年５月 27 日
国立大学法人琉球大学長 西田
睦
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 47
〇第１号１
１ 調達内容
 品目分類番号 14
 導入計画物品及び数量 キャンパス情報シ
ステム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和２年度10月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
 調達するシステムは、本学の教育・研究
を推進するための基盤システムであり、教
育研究用コンピュータシステム、基幹ネッ
トワークシステム及び統合運用管理・認証
システム等により構成する。
 教育研究用システムは、全学学生（約
12000人）、全学教職員（約4000人）の利
用登録ができ、標準的な複数のプログラミ
ング言語、コンピュータリテラシー教育の
ための各種ソフトが利用可能で、ネット
ワーク接続されたマルチメディア処理機能
を有するワークステーション群、パソコン
群で構成する。

