
 

意見招請に関する公告 

 

次のとおり、岐阜県総合医療センター医療総合情報システム調達仕様書案に対する意見を

招請します。 

 

2021年10月7日 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 

理事長 滝谷博志 

 

１． 件名   岐阜県総合医療センター医療総合情報システム調達 一式 

 

２． 提出方法 

(１) 提出期限  2021年10月18日（月）正午まで 

(２) 提 出 先  地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 

事務局 経営企画課 情報システム担当 

メールアドレス： gifu-hosp_system@gifu-hp.jp 

(３) 提出方法  別添の意見招請実施要領による 

 

３． 仕様書案等の交付 

(１) 交付期間  本公告日から2021年10月11日（月）までの土曜日、日曜日及び 

休日を除く平日午前９時00分から午後５時00分 

(２) 交付方法  交付期間中に当院２．（２）において、秘密保持誓約書（代表者もしくは 

責任者の印付きのもの）と引き換えに、仕様書案一式をCDまたはDVDに

て交付する。来院のみによる交付とする。 

なお、来院の前に、あらかじめ２．（２）のメールアドレス宛てに希望日時 

を送り、アポイントメントをとること。 

来院の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止に十分留意すること。 

人数は最小限で、マスクを必ず着用し、手指消毒を徹底すること。 

3日以内に発熱・咳・鼻水などの症状がある者は来院しないこと。 

 

４． 留意事項 

(１) 本調達案件は予定であり、予告なく中止または内容を変更することがある。 

(２) 本仕様書案の内容は、検討段階のものである。 

(３) 本意見招請に係る意見等（付随する資料等を含む）の作成及び提出に係る一切の

経費は、提出者の負担とする。 



 

(４) 提出した意見等については、構築に関する検討の際の参考とするため、プロジェクト

関係者に複製及び配布を行うことがある。 

(５) 提出した意見等（付随する資料等含む）は返却しない。 

(６) 提出した意見等（付随する資料等含む）について、後日ヒアリング、または追加資料

提出を求める場合がある。 

(７) 本意見招請の目的は、仕様書案について、広く意見を求めるためのものであり、調

達において何らかの便宜や約束をするものではなく、提供した意見の反映を約束す

るものではない。 

 

５． Summary 

1. Subject of the materials to be put forward for comment: Gifu Prefectural General 

Medical Center Medical Comprehensive Information System Procurement 1 Set 

 

2. Submission method 

(１) Submission deadline:  

12:00 pm, October 18, 2021 

(２) Submission destination: 

Management Planning Division, Information Systems section, 

Gifu Prefectural General Medical Center 

Email address: gifu-hosp_system@gifu-hp.jp 

(３) Submission method:  

According to the attached comments implementation procedure. 

 

3. Delivery of draft specifications, etc. 

(１) Delivery period: 

From the date of this public notice to October 11, 2021 weekday from 9:00 am 

to 5:00 pm, excluding Saturday, Sunday, and holiday. 

(２) Delivery method: 

During the delivery period, a set of draft specifications will be delivered on CD 

or DVD by our hospital 2. (2) in exchange for a confidentiality pledge (with the 

stamp of the representative or responsible person). It shall be issued only by 

visiting the hospital. 

Before coming to the hospital, please send the desired date and time to the email 

address of 2. (2) and make an appointment. 



When visiting the hospital, pay sufficient attention to prevent the spread of 

COVID-19. 

The number of people is minimal, and be sure to wear a mask and thoroughly 

disinfect your hands. 

Do not visit if you have symptoms within 3 days such as fever, cough, or runny 

nose. 

 

4. Points to note 

(１) This procurement project is planned and may be canceled or changed without 

prior notice. 

(２) The contents of this draft specification are in the examination stage. 

(３) All expenses related to the preparation and submission related to these 

comments, etc. (including accompanying materials, etc.) shall be borne by the 

submitter. 

(４) The submitted comments, etc. may be duplicated and distributed to the people 

involved in the project for reference when considering the construction. 

(５) Submitted comments (including accompanying materials, etc.) will not be 

returned. 

(６) Regarding the submitted comments (including accompanying materials, etc.), 

hearings or submission of additional materials may be requested at a later date. 

(７) The purpose of this comments is seek widely comments about the draft 

specifications. Therefore, we do not make any convenience or promise in 

procurement, and do not promise to reflect the comments provided. 

 

 

以上 


