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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３年４月１日

国立大学法人東海国立大学機構
機構長 松尾 清一

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 23
〇第１号岐阜大学
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ＣＴ組合せ型
陽電子放射断層撮影装置 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和３年度３月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ 診断用Ｘ線ＣＴを装備したＰＥＴ装置で
あること。
Ｂ システムとして安全で簡便な操作性を有
し、効率性が高く、患者スループットの向
上が期待できるシステムであること。
Ｃ 高度な画像処理能力を有するワークス
テーションを備えること。
Ｄ 上記Ａ・Ｃは、既存の医療情報システム
と連携できること。
Ｅ 迅速なメンテナンス体制とユーザー支援
体制ができていること。
Ｆ 検査において患者の精神的苦痛が緩和で
きる空間であること。

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３年５月17日17時
00分（郵送の場合は必着のこと。）
 提供先 〒5011194 岐阜市柳戸１番１
岐阜大学医学部附属病院総務課調達係 青山
尚史 電話0582306035

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３年４月１日から令和３年
５月17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３年４月15日15時00分
 開催場所 岐阜大学医学部本館１階応接室
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 CT combination type

PET System 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Ａ The PET system which is equipped

with X‑ray CT for diagnoses.

Ｂ The system is safe and easy to operate

that is a highly efficienct system, and ex‑

pected to improve patient throughput.

Ｃ The system equipped with a worksta‑

tion having ability for high image pro‑

cessing.

Ｄ The PET system and workstation must

have connective capability with the exst‑

ing hospital information system.

Ｅ A prompt maintenance system and the

user support system should be main‑

tained.

Ｆ The examination should be a space

where the patients mental distress can be

relieved.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 00 17 May, 2021

 Contact point for the notice : Takashi

Aoyama, Procurement Section, General Af‑

fairs Division, Gifu University School of

Medicine, Tokai Naitonal Higher Educa‑

tion and Research System,, 11 Yanagido
Gifu‑shi 5011194 Japan, TEL 058230
6035

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３年４月１日
国立大学法人愛媛大学学長 大橋 裕一

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 38
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 22、31
 導入計画物品及び数量 材料部洗浄システ
ム 一式
 調達方法 購入等
 導入予定時期 令和３年11月以降
 調達に必要とされる基本的な要求要件
国際規格ISO15883１及び２に準拠し、
熱処理工程でA０値3000以上を満たす機器で
あること。洗浄ラックを自動で搬入・搬出
する機能を有すること。リターンコンベア
を有し、滅菌準備室から洗浄室へ洗浄ラック
の返却が行える機能を有すること。洗浄履
歴管理システムを有すること。熱風循環方
式の乾燥機を有すること。

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３年５月17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 菊川 禅 電話 089960
5214 メールアドレス
mecho2@stu.ehime-u.ac.jp

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３年４月１日から令和３年
５月17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３年４月15日14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。
６ Summary

 Classification of the products to be pro‑

cured : 22, 31

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Division of Medical Supply

wash system 1 Set

 Type of the procurement : Purchase

 Basic requirements of the procurement :

Equipment that complies with ISO

158831 and 2 and meets the A0 value of
3000 or higher in the heat treatment pro‑

cess. It should be able to perform auto‑
matically carry in and out the washing

rack. It has a return conveyor and has a
function to return the washing rack from

the sterilization preparation room to the

washing room. It has a cleaning manage‑
ment system. It has a hot air circulation
type dryer.

 Time limit for the submission of the re‑

quested material : 17 : 15 17 May, 2021

 Contact point for the notice : Kikukawa

Shizuka, 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, MAIL mecho2@

stu.ehime-u.ac.jp
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