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Ｃ 検査部内及び検査部外の必要とされる情
報を取り込み、参照できるWeb参照シス
テムを有すること。
Ｄ 病院情報システム及び検査部で稼働して
いる既存システム（総合臨床検査システム、
血液検査システム、総合生理機能検査支援
システム、病理診断データ管理システム、
輸血管理システム）と情報交換すること。
Ｅ 充分なセキュリティ機能を有し、必要な
障害対策を備えること。

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22日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒8908520 鹿児島市桜ケ丘８
35１ 鹿児島大学病院経理調達課調達係
木場 洋一 電話0992755045

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２月１日から平成31年
３月22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２月21日10時00分
 開催場所 鹿児島大学病院第一会議室
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 : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : A set of comprehensive di‑

agnostic imaging support systems 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Ａ To construct the ultrasonic diagnostic

testing system for creating total reports

and the systems of laboratory tests for

infection and genetic tests, which can co‑

nnect to the existed and newly estab‑

lished laboratory devices and existed de‑

vices, such as a fully automated nucleic

acid extraction, amplification, and detec‑

tion instrument, a mass spectrometer,

and ultrasonic diagnostic equipment.

Ｂ To support infection control in the hos‑

pital adequately.

Ｃ To equip web reference system that

enables to upload and to refer the infor‑

mation from the laboratory or outside.

Ｄ To be able to exchange information

with hospital information system (HIS)

and laboratory information system (LIS)

which are already operated (comprehens‑

ive clinical laboratory test system, blood

test system, comprehensive physiological

function test support system, patholog‑

ical diagnostic data management system,

and transfusion management system).

Ｅ To equip the sufficient security system

to protect from various threats.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 22 March, 2019

 Contact point for the notice : Yoichi

Koba, Procurement Section, Administra‑

tive Division, Kagoshima University Hospi‑

tal, 8351 Sakuragaoka Kagoshima‑shi
8908520 Japan, TEL 0992755045

意見招請に関する公示
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
ましたので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年２月１日

法務省大臣官房会計課長 松下 裕子
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
〇第 48 号
１ 調達内容
 品目分類番号 14、71、27
 借入物品及び数量 国際線ターミナル供用
開始等に伴う出入国管理業務個人識別情報シ
ステム用機器等（下地島空港及び横浜港）の
賃貸借 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年２月26日17時00
分（郵送等の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達係
増田 肇 電話0335804128（直通）

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年２月１日から同年２月
25日まで
 交付場所 上記２に同じ。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 平成31年２月８日11時00分
 開催場所 法務省大臣官房会計課入札室
５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 14, 71, 27

 Nature and quantity of the products to be

leased : Equipment for Japan Biometorics

Identification System for the opening of the

international terminal of Shimojishima Air‑

port and Yokohama port, 1 set

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 26 February 2019

 Contact point for the notice : Hajime Ma‑

suda, Procurement Section, Finance Divi‑

sion, Minister's Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo 1008977 Japan TEL 033580
4128

５ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Application design, development

and migration for renewal of the Online ap‑

plication system for Registration and De‑

posit, 1 set

 Time‑limit for the submission of com‑

ments : 17 : 00 22 February 2019

 Contact point for the notice : Tatsumi Fu‑

ruta, Procurement Section, Finance Divi‑

sion, Minister's Secretariat, Ministry of

Justice, 111 Kasumigaseki Chiyoda‑ku,
Tokyo 1008977 Japan. TEL 033580
4128

意見招請に関する公示
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年２月１日

支出負担行為担当官
横浜税関総務部長 中村 三一

◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 14
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入物品及び数量
国際郵便物税関検査装置 一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年２月22日17時00
分（郵便等の場合は必着のこと。）
 提出先 〒2318401 横浜市中区海岸通
１１ 横浜税関総務部会計課 小林 賢臣
電話0452126033

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年２月１日から平成31年
２月21日まで。
 交付場所 上記２に同じ。

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完
了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年２月１日

法務省大臣官房会計課長 松下 裕子
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 13
〇第 32 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定役務及び数量 登記・供託オン
ライン申請システムの更改に係るアプリケー
ション設計・開発及び移行等業務の請負 一
式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年２月22日17時00
分（郵送等の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008977 東京都千代田区霞が
関１１１ 法務省大臣官房会計課調達第
二係 古田 辰美 電話0335804128

３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年２月１日から同年２月
21日まで
 交付場所 上記２に同じ。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 平成31年２月８日16時00分
 開催場所 法務省大臣官房会計課入札室
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