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応募案内及び仕様書等に関する質問回答 

件名 診療材料等物品調達管理業務 

◆公告文（公募型プロポーザル方式業務委託の実施について） 

２ 参加要件 （１） 

１ 

質問 

「業務の受託に際し、下請けへの再委託を禁止します。」とありますが、

資本関係の無い第三者などとの下請けではなく、グループ企業等で、よ

り良い提案に繋がる場合には、役割分担を明確化した上でご提案させて

頂いても問題ないでしょうか。 

回答 

公告文に掲げている再委託禁止は、受託者が業務の丸投げを第三者に行

うことを禁止するためで、当院にとってより効率的でメリットのある提

案であるならば、当該業務を専門とするグループ会社が業務を行うこと

を禁止するものではありません。 

３ 参加申込み （１） 

２ 

質問 
関連業務実績表及び同種業務の契約書等の写しに関しまして、契約金額

はブランクのままでよろしいでしょうか。 

回答 
関連業務実績表及び同種業務の契約書等の写しに関しては、項目に記載

できる範囲での記載をお願いします。 

３ 参加申込み （１） カ 関連業務実績表 

３ 

質問 

現在委託契約を締結している病院との間で守秘義務があり、すべての項

目に詳細にお答えできないことがございますが、その場合はその旨を記

載することでよろしいでしょうか。 

回答 
関連業務実績表に関しては、項目に記載できる範囲での記載をお願いし

ます。 

3参加申込み（1）コ 配置予定の業務責任者等調書  

４ 質問 
法令等による資格名称・登録年月日の項目がございますが、ここで記し

てある資格とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。 
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回答 
本件業務に関連する資格がある際は、記載をお願いします。資格がない

場合は記載不要です。 

９ 契約保証金 

５ 

質問 

契約保証金の納付にかわり締結する履行保証保険について、保険金額は

合意に至った契約金額の 10 分の 1、保険期間は平成２８年１１月１日か

ら平成３０年３月３１日でよいでしょうか？ 

回答 
ご質問の内容については、保険金額は公告文の通り、期間は年度を基本 

として協議します。 

11 見積方法 （１） 

６ 

質問 
費用の総額を記載とありますが、契約期間を対象とした総額（１７か月

分）との認識でよろしいでしょうか。 

回答 
見積書には対象契約期間（17 ヶ月）の総額を記載し、別途業務費内訳書

には、その月額がわかるように明記してください。 

◆応募案内（公募型プロポーザル方式業務委託の応募案内） 

３ 院内見学会及び参加企業受託先見学会 

７ 

質問 

平成２８年６月２４日（金）に予定されております、弊社ＳＰＤ業務受

託先見学会について、見学に来られる方の役職及び人数、時間を教えて

ください。 

回答 
ご質問の内容については現在のところ未定です。受託施設見学を依頼す

る場合は別途調整させていただきます。 

◆仕様書（診療材料等物品調達管理業務委託仕様書） 

１ 目的 （８）定数材料の一括調達による購入費の削減 

８ 

質問 
貴院における診療材料全体の前年度購入額をご教授いただくことは可能

でしょうか。 

回答 平成２６年度は診療材料費 約 677百万（税抜）です。 
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２ 概要 （３）業務 ア 物品管理業務 

９ 

質問 

現在も定数配置品については現受託業者の預託方式で管理されていると

思いますが、現受託業者との契約終了時にその定数配置品（現受託業者

の院外倉庫在庫も含めて）についてはどのようにされるのでしょうか。

（貴院が買い取る、現受託業者が引き上げる等） 

回答 
ご質問の内容については、当院に最適と思われるご提案を各社からいた

だく事項と考えます。 

10 

質問 

②稼働時定数配置品については、貴院資産としてラベル管理を行い、次

補充時より預託方式とする方法で管理を考えております。よろしいでし

ょうか。 

回答 
ご質問の内容については、当院に最適と思われるご提案を各社からいた

だく事項と考えます。 

11 

質問 
定数配置品でなくなった時、残在庫についてお買取りいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

回答 
ご質問の内容については、当院に最適と思われるご提案を各社からいた

だく事項と考えます。 

12 

質問 
現在の定数配置品目をのべ数（例：同一材料でも２部署に定数配置して

いれば２品目）でお教え下さい。 

回答 延べ３，３４３品目（Ｈ28.5.1現在）です。 

13 

質問 

貴院が指定する定数材料とは、診療材料等物品調達管理業務受託仕様書

１ページ 2概要 （３）業務 ア物品管理業務の定数配置品のことでよ

いでしょうか。 

回答 お見込のとおりです。 

２ 概要 （４）対象物品及び対象部署 ア 対象物品 

14 質問 

貴院が指定する対象物品とは、具体的にどのようなものでしょうか。

（例：医療機器（医療消耗品、衛生材料、手術室およびカテーテル室持

込材料）、検査試薬、薬価収戴品以外の医薬品（酒精綿、血糖測定センサ
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ー等）、医療用ガス、Ｘ線フィルム、内視鏡フィルム、眼内レンズなど）  

回答 ご質問の例示を含む医療材料です。 

15 

質問 
現在の有効マスター数、平成 27年度に１度でも購入・消費した材料のマ

スター数をお教え下さい。 

回答 ３，４９５品目（Ｈ28.5.1現在）です。 

２ 概要 （４）対象物品及び対象部署 イ 対象部署 

16 

質問 現在の部署数をお教え下さい。 

回答 ６７部署（Ｈ28.5.1現在）です。 

２ 概要 （５）業務時間 ア（ア） 

17 

質問 
参考に現在の１日、週間、月間、年間の業務スケジュールをお教え下さ

い。 

回答 

新たな受託者には現行のスケジュールを引き継ぐのではなく、新しい業

務の進め方を期待しておりますので、当院に最適と思われるスケジュー

ル、業務の進め方を提案してください。 

２ 概要 （５）業務時間 ア（イ） 

18 

質問 

連休等により通常業務の間隔が３日以上空く場合には、事前に貴院と協

議し、病院運営に支障をきたさないようにすることとありますが、現在

の３連休以上時の対応をお教え下さい。（ハッピーマンデーなど） 

回答 

新たな受託者には現行のスケジュールを引き継ぐのではなく、新しい業

務の進め方を期待しておりますので、当院に最適と思われるスケジュー

ル、業務の進め方を提案してください。 

３ 物品管理業務 （１）購入管理業務（発注、納品検収等） ア 持込材料を除く物品 

（イ）納品検収業務 

19 質問 

マスタ登録がない診療材料については、診療材料委員会での承認可否を

確認することとありますが、容易に確認ができるような体制（過去の採

用品が一覧でデータ化されている等）になっているのでしょうか。 
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回答 
過去の採用品＝現行マスタと認識下さい。当院に最適と思われるご提案

をお願いします。 

３ 物品管理業務 （１）購入管理業務（発注、納品検収等） ア 持込材料を除く物品 

（イ）納品検収業務 

20 

質問 病院コードおよび卸コードとはどのようなものでしょうか。 

回答 当院が管理する独自コードになります。 

21 

質問 
他の業者から持ち込まれて使用される材料で診療材料委員会の承認を受

けていない材料はないのでしょうか。 

回答 状況によっては発生します。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 ア 定数管理業務 （ア）定数設定 

22 

質問 
使用頻度は高くなくとも、使用後臨時請求を行わなくても補充を希望す

る材料については定数設定を行いますがよいでしょうか。 

回答 
結構です。また、それ以外の方法につきましても各社の提案を参考にし

ます。 

23 

質問 

定数配置の保険請求物品の一部について、１本１品のバラ単位での管理

に向かない材料（静脈留置針、キルシュナー鋼線など）についてはパッ

クや束単位の管理でよろしいでしょうか。 

回答 
結構です。また、それ以外の方法につきましても各社の提案を参考にし

ます 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 ア 定数管理業務 （イ）管理方法  

24 

質問 

保険請求可能な品目のうち、消費ラベルの貼れない材料（滅菌トレー組

しているスクリューやプレート等）については別の方法で、１本１品の

バラ単位での管理に向かない材料（静脈留置針、キルシュナー鋼線など）

についてはパックや束単位の管理でよろしいでしょうか。 

回答 
結構です。また、それ以外の方法につきましても各社の提案を参考にし

ます 
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25 

質問 
部署への払出後、ラベル紛失された場合には費用負担いただきます。よ

ろしいでしょうか。 

回答 

当院に最適と思われるご提案を期待しています。費用負担が必要な場合

は部署配置時の検収方法および在庫の管理方法、棚卸方法を合わせて提

示ください。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 ウ 倉庫管理業務 （ウ）棚卸業務 

26 

質問 年２回以上棚卸を行う、物品管理室とはどこのことでしょうか。 

回答 地下のＳＰＤセンターを想定しております。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 ウ 倉庫管理業務 （エ）環境整備業務 

27 

質問 

物品の収納に当たっては、収納する物品名を明示することがありますが、

この場合の収納する場所とは院内倉庫および院外倉庫のことでしょう

か。 

回答 ＳＰＤ業者として当院内にて物品を管理するすべての場所です。 

28 

質問 
物品の収納に当たって、箱で供給した材料を開封して棚等に収納するこ

とはいたしかねます。よろしいでしょうか。 

回答 当院に最適と思われるなら結構です。 

29 

質問 
在庫管理対象部署収納棚及び各種搬送ハードを清拭する際に使用する材

料に指定はありますでしょうか。 

回答 特に指定はありません。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 エ 臨時請求対応業務 （ア）通常対応 

30 

質問 

物品（臨時請求・返品・破損）伝票による依頼の際は、払出数を物品管

理システムに登録することとありますが、伝票以外での依頼があるので

しょうか。 

回答 緊急対応等、状況によってはあり得るものと考えます。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 エ 臨時請求対応業務 （イ）時間外及び休日

対応 
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31 

質問 
時間外及び休日に材料供給を必要とする対応はどのくらいあるのでしょ

うか。 

回答 

症例数等の条件により、対応日数および取扱い製品が変化致しますので、

明確な数字はお答えできません。そのような対応を勘案したうえで、当

院に最適と思われるご提案を期待しています。 

３ 物品管理業務 （２）在庫管理業務 オ 臨時請求至急対応業務 

32 

質問 

物品（臨時請求・返品・破損）伝票による依頼の際は、払出数を物品管

理システムに登録することとありますが、伝票以外での依頼があるので

しょうか。 

回答 （質問 29に同じ） 

３ 物品管理業務 （３）品質管理業務 イ 有効期限管理 

33 

質問 対象部署の有効期限調査は弊社の提案する方法でよいでしょうか。 

回答 
ご質問の内容については、当院に最適と思われるご提案を各社からいた

だく事項と考えます。 

34 

質問 
有効期限切れが発生した場合は、お買取りいただくということでよろし

いでしょうか。 

回答 当院は有効期限切れが発生しないような管理体制の提案を希望します。 

３ 物品管理業務 （３）品質管理業務 ウ リコール等について 

35 

質問 

 「配置単位までロット番号を把握し・・・手術室について患者単位ま

で追跡」とありますが、①把握すべきクラス分類（Ⅰ～Ⅳ）の指定はあ

りますか？ 

回答 指定はありませんが、各社の提案を参考にします。 

36 

質問 ②またそれらは部署によって異なりますか？ 

回答 異なりませんが、各社の提案を参考にします。 
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37 

質問 ③「手術室等」は手術室以外のどの部署を指しますか？ 

回答 放射線科等の使用部署を想定していますが、各社の提案も参考にします。 

３ 物品管理業務 （４）マスタ管理業務 エ その他 

38 

質問 

貴院の他システムのカスタマイズ等に伴い発生するマスタ形式等の変更

への対応には費用が発生することが想定されますがよろしいでしょう

か。 

回答 当院に最適と思われるご提案を期待しています。 

４ 物品搬送業務 （１）基本業務 

39 

質問 
参考に現在の搬送スケジュール（時間帯、頻度、所要人数および作業内

容（棚入れ有無・搬送物確認検品有無））をお教えください。 

回答 搬送スケジュール等も含めて、当院に最適なご提案をお願い致します。 

４ 物品搬送業務 （２）診療材料等定期搬送 

40 

質問 

対象部署からの請求に基づく診療材料及び一般消耗品等を搬送及び収納

することとありますが、一般消耗品等とは具体的にどのような物を指す

のでしょうか。どのような方法部署からで請求され、誰が発注し検品し、

払出準備し、どこに保管するのでしょうか。その搬送頻度はいかほどで

しょうか。何品目あるのでしょうか。当業務で使用する電算システムで

管理が必要でしょうか。 

回答 
詳細は受託決定業者と協議することになります。また、各社からの提案

も参考にします。 

４ 物品搬送業務 （２）診療材料等定期搬送 

41 

質問 
一般消耗品等の搬送及び収納と記載されていますが、その範囲と商品内

訳についてご教授願います。 

回答 
詳細は受託決定業者と協議することになります。また、各社からの提案

も参考にします。 

５ 物品調達業務 （１）対象物品 
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42 

質問 
貴院が指定する診療材料等とありますが、等とは具体的に何を指すので

しょうか。当業務で使用する電算システムで管理が必要でしょうか。 

回答 電算システムで管理は必要です。 

５ 物品調達業務 （１）対象物品 

43 

質問 

病院が指定する診療材料等（定数材料）は、何品目あり、定数材料（Ｓ

ＰＤ業者預託在庫）以外の診療材料は、対象外という理解でよろしいで

しょうか。 

回答 質問 12と同じ 

５ 物品調達業務 （２）業務内容 

44 

質問 
①「対象物品を一括調達し」とありますが、調達先を受託者裁量で選択

可能ですか？ 

回答 
可能です。但し、貴社が当院に対して納期の面で遅延しないことが条件

となります。 

45 

質問 
②その際、それを製造業者等に明示するなどの貴院の協力は得られます

か？ 

回答 
協力の範囲は不明確ですが、当院が貴社の仕入れ価格等の交渉に協力す

る事はありません。 

46 

質問 

③「ベンチマークの平均以下で納入すること」とありますが、対象物品

については契約期間の開始と同時にこの価格水準で納入を行う必要があ

りますか？ 

回答 
開始と同時である必要性は必ずしもありませんが、開始時の価格を明示

頂き、開始月内で調整を頂くなどの提案をお願いします。 

47 質問 

対象物品を一括調達し、購入及び支払いの窓口業務を代行することとは、

弊社独自のルートで対象物品を一括調達し、貴院に販売するという理解

でよろしいでしょうか。 
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回答 結構です。 

５ 物品調達業務 （２）業務内容 

48 

質問 

当院が採用するベンチマークシステムの平均単価を基準単価とする。と

ありますが、平均単価を算出する基準または定義についてご教授願いま

す。 

回答 導入施設の商品別に平均単価を抽出しています。 

５ 物品調達 （２）在庫管理業務 ウ 倉庫管理業務について （ウ）棚卸業務につい

て 

49 

質問 
「物品管理室倉庫の在庫品」とありますが、各部署の棚卸はしなくても

よいのでしょうか？ 

回答 
基本的に貴社の預託在庫ですので当院から強制は致しません。しかし、

その際の部署定数と実在庫の管理方法をお示しください。 

６ 納品書・請求書管理業務 

50 

質問 
新規採用診療材料等とありますが、等とは具体的に何を指すのでしょう

か。当業務で使用する電算システムで管理が必要でしょうか。 

回答 電算システムで管理は必要です。 

７ その他関連業務 （２）会議への参加 

51 

質問 

現在参加している及び今後貴院が指定する予定の院内委員会等について

会議名・内容・参加者・開催スケジュール・所要時間・内容をお教えく

ださい。 

回答 
現在、診療材料委員会に参加予定としていますが、その他会議等の出席

に関しては、受託業者と協議のうえ決定したいと考えております。 

９ 費用負担 

 

52 質問 
一括調達対象外の物品を注文するための通信費はどちらの負担でしょう

か。 
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回答 
業務を受託して頂く上で、業務に必要な費用については受託者の負担と

考えております。 

53 

質問 コピー用紙はどちらの負担でしょうか。 

回答 
業務を受託して頂く上で、業務に必要な費用については受託者の負担と

考えております。 

54 

質問 
手洗用せっけん、手指消毒剤、ペーパータオル、サージカルマスク等の

業務上必要な医療消耗品はご用意いただけるのでしょうか。 

回答 
業務を受託して頂く上で、業務に必要な費用については受託者の負担と

考えております。 

55 

質問 

定数物品を収納する院内倉庫の物品棚・什器類、定数物品の収納棚等、

現在存在するものより、新たに必要となるハード等の費用負担はどのよ

うになるのでしょうか。 

回答 
原則受託者の負担としますが、設置の可否については設置場所、設置数

量等の関係があるため協議の上決定致します。 

56 

質問 
現在ご使用の地下ＳＰＤ倉庫において、常駐業務従事者の更衣場所及び

休憩室として飲食を行うことは可能でしょうか。 

回答 可能です。 

10 その他 

57 

質問 

受託職員のユニフォームは弊社が提案するものでよいでしょうか。受託

職員全員が同一ユニフォーム着用（責任者のみスーツを着用など）でな

ければならないでしょうか。 

回答 
特に指定は御座いませんが、院内でふさわしいユニフォームでお願い致

します。 

58 

質問 

更衣室、更衣用ロッカー、休憩室は貸与いただけるのでしょうか。休憩

室に弊社負担で冷蔵庫等を設置した場合、その光熱費はどちらの負担で

しょうか。 

回答 ① 休憩室に関しては現行の受託業者が使用している場所を考えており
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ます。 

② 冷蔵庫等の設置した場合の光熱費については協議の上決定します。 

◆企画提案書作成要領及び選定要領 

選定方法について（5）プレゼンテーション 

59 

質問 

プレゼンテーションを行う者は、当院担当責任者または窓口担当者とす

るとありますが、本業務について貴院と交渉や契約を担当するもので良

いでしょうか。 

回答 実際に常駐する配置予定者（業務責任者）でお願いします。 

◆提出書類様式 

関連業務実績表および配置予定の業務責任者等調書等 

60 

質問 いずれも様式 6と記載されているが誤りでしょうか。 

回答 
大変申し訳ございません。配置予定の業務責任者等調書の様式は【様式

７】となりますが、現行のままご使用下さい。 

配置予定の業務責任者等調書等 

61 

質問 
記載する者は配置予定者であり、実際には異なる者（業務責任者の要件

は満たします）となる場合があります。よろしいでしょうか。 

回答 記載する方から変更する際は当院の了承が必要となります。 

◆その他 

８ 業務体制 （１） ア業務責任者 

62 

質問 ①「常勤で配置」は院内での常駐（月～金の９時～５時）を指しますか？ 

回答 お見込のとおりです。 

63 質問 

②院外倉庫を利用するため、院内常勤スタッフの業務は決して多くない 

と推察いたしますが、「病院等（３００床以上）・・・３年以上経験」を 

満たす配置は必須ですか？当要件に準ずる人員（営業経験者）を配置す 

る事は可能ですか 
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回答 
３年以上の経験は必要です。また、経験は営業ではなくＳＰＤの経験だ

と認識ください。 

 

 

 


