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 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契
約により締結する予定の有無 無
 関連情報を入手するための照会窓口は、上
記４に同じ。
 一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加 上記２に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も上記４により申
請書等を提出することができるが、競争に参
加するためには、開札時において当該資格の
認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受
けていなければならない。
 紙入札方式による参加を希望する場合の手
続 紙入札方式による参加を希望する者は、
上記４の期限までに、申請書等とともに
紙入札方式参加（変更）届出書（電子入札留
意事項様式１）を、上記４に示す場所に持
参又は郵送により提出しなければならない。
 本件は、電子契約の対象とする。（詳細は
入札説明書を参照。）
 詳細は入札説明書による。

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。
令和元年６月 17 日

国立大学法人愛媛大学長 大橋 裕一
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 38
〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 手術部門管理・麻
酔記録・手術看護記録統合システム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和01年度３月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
要求システムは、本院手術部（麻酔を行う
他の診療部署を含む）での周術期のバイタル
サイン等患者情報の記録を自動化する機能を
備えること。要求システムは、周術期に行
う医療行為や看護ケアの記録を手動で行える
機能を備えること。要求システムは、記録
された情報を即時的に視覚化する機能を備え
ること。要求システムは、病院情報システ
ムと連携して、患者基本情報の取得、物流管
理のサポート機能等を有すること。要求シ
ステムは、全体として診療情報の開示やリス
ク要因の解析、外部評価等に耐えられる粒度
及び可用性を備えたデータの蓄積・抽出・再
利用を前提とした構成をとり、電子診療録の
補助的機能を有すること。要求システム内
の各機能と本院既存の各サブシステムとの間
は相互に連携してデータの有効利用を図り、
重複した入力を可及的に避けうること。

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８月２日17時
15分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒7910295 愛媛県東温市志津川
国立大学法人愛媛大学医学部経営管理課調
達第二チーム 山中 雄偉 電話089960
5214

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６月17日から令和元年
８月２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25日16時00分
 開催場所 国立大学法人愛媛大学医学部会
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。

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。
令和元年６月 17 日
総務省大臣官房会計課企画官 中村 英男

◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等特定役務及び数量 総合無線局監理
システム 電波の発射状況調査連携に係るコ
ンピュータ等機器の借入れ・構築及び開発等
の請負（2019年度～）一式

２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 令和元年７月８日午後５
時（郵送の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1008926 東京都千代田区霞が
関二丁目１番２号 総務省大臣官房会計課契
約第二係担当 池田 昭 電話035253
5132

３ 仕様書案の交付
 交付期間 令和元年６月17日から令和元年
７月８日まで
 交付場所 政府電子調達システムへアクセ
スし入手すること。

６ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Sadahiro Goto Director

General of Shikoku Branch, West Nippon

Expressway Company Limited

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of Matsuyama Expressway Ka‑

minadagawa Bridge and other one bridge

(superstructure of steel bridge)

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 9 July 2019 (if brought with you,

4 : 00 P.M. 9 July 2019. if by mail, 4 : 00 P.M.

9 July 2019)

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 11 : 00 A.M. 9

September 2019 (if brought with you, 11 : 00

A.M. 9 September 2019. If by mail, 11 : 00

A.M. 9 September 2019）

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese．
 Contact point for tender documentation :

Megumi Suetsugu Assistant Manager, Ac‑

counting Division, General Affairs and

Planning Department, Shikoku Branch,

West Nippon Expressway Company Limit‑

ed 413, Asahi‑machi, Takamatsu City,
Kagawa Prefecture 7600065 Japan Tel.
0878251886

６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Electronic management system

for surgical division 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

This system can provide the ability to
automate recording of patient information,

such as perioperativevital signs in the surgi‑

cal invention (including other clinical divi‑

sion performing anesthesia). This system
has a function that the medical action and

nursing care in the perioperative period can

be recorded manually. This system can
provide the ability to visualize the recorded

information in real time. In conjunction
with the hospital information system, this

system has functions for acquiring the basic

patient information and supporting logist‑

ics management and so on. The system
consists of assuming the extraction and

reuse of data accumulation and analysis of

risk factors andwith disclosure of medical

information, and the availability of grain to

withstand such external evaluation. By
promoting the effective use of data between

this system and each existing systems, it

can be avoided as much as possible to enter

a duplicate data.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 15 2 August, 2019

 Contact point for the notice : Yuki

Yamanaka, Procurement and Contracts Ⅱ,
Management and Accounting Division, Na‑

tional University Corporation Ehime Uni‑

versity School of Medicine, Shitsukawa

Toon‑shi Ehime Pref. 7910295 Japan,
TEL 0899605214
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