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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 平成31年１月16日から平成31年
２月18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 平成31年１月30日14時00分
 開催場所 東京大学情報基盤センター４階
413遠隔会議室

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 : 14, 27

 Nature and quantity of the products to be

rent : Educational Computer System 1 set

 Type of the procurement : Rent

 Basic requirements of the procurement :

Ａ The system should support various

educational activities in the University of

Tokyo.

Ｂ The system should consist of server‑

type computers, terminal clients and oth‑

er related devices.

Ｃ The system should supply various ap‑

plication programs and environments sui‑

table for the University of Tokyo.

Ｄ The system should work efficiently for

simultaneous use via networks of the

University of Tokyo.

Ｅ The system should be maintainable

with little effort and low security risks.

Ｆ The system should have power saving

features.

Ｇ The system should be fully supported

for preventive maintenance and prompt

recovery.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 18 February,

2019

 Contact point for the notice : Akira

Ifuku, Accounting Team, Information St‑

rategy Group, Information Systems Depart‑

ment, the University of Tokyo, 21116
Yayoi Bunkyo‑ku Tokyo 1138658 Japan,
TEL 0358412705

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。
平成 31 年１月 16 日

国立大学法人名古屋大学
財務担当理事 木村 彰吾

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第８号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 循環器血管造影診
断システム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 平成31年度９月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ Ｘ線血管撮影装置はフラットパネル搭載
型であること。
Ｂ Ⅹ線血管撮影装置は２管球であること。
Ｃ 頭部、胸部、腹部をはじめとする全身の
ＩＶＲに対応したシステムであること。
Ｄ 血管内治療を支援する機能や解析装置を
有すること。
Ｅ Ⅹ線被曝を低減する機能を有すること。
Ｆ 既存の病院情報システムならびに部門シ
ステムとの連携ができること。
Ｇ 患者情報保護のため、セキュリティ対策
及びシステムダウン対策が施されているこ
と。
Ｈ システムは、災害による停電・浸水への
対策が施されていること。

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 平成31年３月６日16時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒4668560 名古屋市昭和区鶴舞
町65 名古屋大学医学部・医学系研究科経理
課医療器材係 藤谷 知加 電話052744
2796

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 平成31年１月16日から平成31年
３月６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 平成31年１月24日16時30分
 開催場所 名古屋大学医学部附属病院外来
棟４階会議室４

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。

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。
平成 31 年１月 16 日

国立大学法人名古屋大学
財務担当理事 木村 彰吾

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第９号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 一般撮影ＤＲシス
テム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 平成31年度９月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ Ｘ線一般撮影が可能な据置型X線撮影装
置、病室回診用のポータブルⅩ線撮影装置
で構成されること。
Ｂ フラットパネルディテクタ（ＦＰＤ）を
用いること。
Ｃ 据置型X線撮影装置は複数の撮影台を有
し、立位および臥位での安全な撮影が可能
であること。
Ｄ Ⅹ線による被ばく低減が行える機能を有
すること。画像評価および最適な被曝線量
が確認できる機構を備えていること。
Ｅ 特殊検査に伴う付属機器・部品を必ず備
えること。
Ｆ 高度先進医療を提供できる施設として、
研究・開発に利用できること。
Ｇ システムを設置するための工事を行うこ
と。
Ｈ 既存の病院情報システムならびに部門シ
ステムとの連携ができること。

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Cardiovascular angiography

diagnostic system 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Ａ The X‑ray angiography device must be

flat panel detector mounted type.

Ｂ The X‑ray angiography device must be

two X‑ray tubes.

Ｃ This system must be able to support

whole body IVR including head, chest,

and abdomen.

Ｄ This system must have functions and

analysis devices to support intravascular

treatment.

Ｅ This system must have functions to re‑

duce X‑ray exposure.

Ｆ This system must be online‑connected

to Nagoya University Hospital Informa‑

tion system and Nagoya University Hos‑

pital Radiological Information system.

Ｇ Extreme care must be paid to the secu‑

rity of patient information and the pre‑

vention against the system crashing.

Ｈ This system must have a function of

special mode to perform the examination

in spite of the electric supply stop, flood‑

ing caused by the disaster.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 16 : 00 6 March, 2019

 Contact point for the notice : Chika

Fujitani, Accouting Division, National Uni‑

versity Corporation Nagoya University

School of Medicine, 65 Tsurumai‑cho

Showa‑ku Nagoya‑shi 4668560 Japan,
TEL 0527442796
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