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60点未満であるものを除く。ただし、設計共
同体として業務した実績については、協定書
により締結した設計共同体の構成員の場合
は、出資率が20％以上の場合の実績に限る。
また、協定書により締結した設計共同体の構
成員の場合は、その業務で分担した業務内容
の実績に限る。（設計共同体の実績にあって
は、代表者又は構成員において、平成21年４
月１日以降に完成・引き渡しが完了した下記
に示す同種業務又は類似業務を業務した実績
を有すること。）
【業務実績】
・同種業務：空港での空洞調査（土質又は地
質に限る）
・類似業務：空港以外での空洞調査（土質又
は地質に限る）
※「空港」とは、空港法（昭和31年法律第
80号）に定める空港及び共用空港をいう。

 業務形態
１）構成員は、その技術力を集結して業務を
実施するものとし、それぞれ優れた技術を
有する分野を分担するものとする。
２）構成員の分担業務は、技術力を結集して
業務を実施するという設計共同体の目的に
照らして必要以上に細分化しないものとす
る。
３）構成員の分担業務は、業務の内容により、
設計共同体協定書において明らかにするも
のとする。なお、ひとつの分担業務を複数
の構成員が共同して実施することは、認め
ない。
４）管理技術者は、設計共同体の代表者の組
織に所属していること。

 構成員の技術的要件 構成員は、その分担
業務ごとに、担当（主任）技術者を配置する
ものとする。
 結成方法 自主結成とする。
 代表者要件 代表者は、構成員において決
定された者とするが、決定された代表者を明
確にすること。
１）構成員中最大の業務能力を有する者とす
る。
２）等級区分が異なる構成員により結成する
場合は、最上位の等級に決定されている者
とする。

３）出資比率が、構成員中最大である者とす
る。

 設計共同体の協定 設計共同体を結成する
ため締結する協定書は、「設計共同体協定書」
によるものとする。

５ 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。

６ 認定資格の有効期間
設計共同体における認定資格の有効期限は、
次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める
期間とする。
 契約の相手方となった者 競争参加資格が
認定されたときから、業務が完了するときま
でとする。
 契約の相手方とならなかった者 競争参加
資格が認定されたときから、契約の相手方と
契約を締結するときまでとする。

７ その他
 設計共同体の名称は、「熊本空港空洞調査業
務〇〇・▼▼設計共同体」とする。
 本公示における競争参加資格の審査申請を
する設計共同体が、支出負担行為担当官大阪
航空局長が発注する熊本空港空洞調査業務の
入札公告に示されている競争参加資格の確認
申請を受けるためには、当該入札公告の指示
に従い、別途申請手続きしなければならない。
 申請手続き等について不明な点があれば、
３の場所に照会すること。  How to provide materials and com‑

ments : We will invite general reference

materials on the purchase of  above and
comments on the requirements requirement

etc. of above and materials etc.
 Time‑limit for the submission of the

Requested material : 2 : 00 p.m. Aug 13,

2019 (Japan Standard Time)

 Contact point for the notice :

NTTMEDICAL CENTER TOKYO

5922 Higashi‑gotanda Shinagawa‑
ku, Tokyo Japan

TEL : 81 (3) 34486611
FAX : 81 (3) 34486612
Attn. : Kazumi Kamei

２ 資料及びコメントの提供方法 上記の購入
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資料等の提供を招請
します。
 資料等の提出期限 令和元年８月13日14時
（日本時間）（郵送の場合は必着のこと）
 提出先 〒1418625 東京都品川区東五反
田５９22 東日本電信電話株式会社 関
東病院 情報システム担当 亀井 一実
電話(03) 34486611
ファックス(03)34486612
記載窓口にてお問い合わせを受け付けま

す。

資料提供招請に関する公表

東日本電信電話株式会社公告第 19 号
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。
なお、本招請は資料等提供者の機密情報及び財
産的情報の提出を求めるものではありません。
令和元年６月 25 日

東日本電信電話株式会社
関東病院長 亀山 周二

◎調達機関番号 125 ◎所在地番号 13
〇東総人医関病情第 1900048 号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品名称及び数量 電子カルテシ
ステム １式
 調達方法 購入
 導入予定時期 令和３年１月１日
 調達に必要とされる基本的な要求要件
 調達範囲
・電子カルテアプリケーション １式
・電子カルテサーバー機器 １式
・クライアント端末・周辺機器 １式
上記システムの設計・構築・試験・操作
研修・リハーサル・運用サポート等の導入
作業一式。
 病床数600床以上の病院で導入実績のあ
る最新の電子カルテパッケージソフトウェ
アであること。
 当院の過去20年分の診療データの移行が
可能であること。
 既存の医事会計システム・各診療部門シ
ステムおよび検査部門システム・検査機器
等と接続可能であること。
 各機器の７年間の保守が可能であるこ
と。

３ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Name and quantity of the products to be

purchased : Electronic Medical Record sys‑

tem 1 set

 Type of the procurement : purchase

 Introductory schedule time : Jan 1, 2021

 Basic requirements of the procurement :

 Procurement scope

・Electronic medical record application 1
set

・Electronic medical record server equip‑
ment 1 set

・Client terminal, peripheral device 1 set
A set of introduction tasks for design,

construction, testing, operation training,

rehearsal and operation support of the

above system.

 The latest electronic medical record

package software that has been introduc‑

ed in hospitals with over 600 beds.

 Transfer of medical data for the past

20 years in our hospital is possible.

 It can be connected to the existing me‑

dical accounting system, each medical

department system, and the examination

department system, inspection equip‑

ment, etc.

 Maintenance of each equipment for 7

years is possible.
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