
○2022 年度地方独立行政法人岐阜県総合医療センター一般競争入札公告 

 

  一般競争入札を下記のとおり行うので、地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程第 5 条の規定により公告する。 

 

    2022 年 8 月 25 日 

                                     地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

理事長 桑原 尚志 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1)  品名・数量  解析付心電図解析装置/長時間血圧心電図記録装置/長時間心電

図記録装置の購入 1 式 

詳細は 別添仕様書による 

(2) 納入場所  岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１号 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

(3) 納入期間  契約締結日から 2023 年 1 月 31 日まで 

(4) 担当部局 

 〒500-8717  岐阜県岐阜市野一色 4 丁目 6 番 1 号 

   地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 事務局経営企画課物品担当 

   電話  058-246-1111  内線 5536 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

(1) 岐阜県入札参加資格者名簿に登録されていること。 

(2) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

(3) 岐阜県から「岐阜県製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る入札参加資格停止措

置要領」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認申請期限日から入札の日ま

での期間内に受けていないこと。 

(4) 岐阜県から「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する設置要綱」に基づく入札参加資

格停止措置を、競争入札参加確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこ

と。または、同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第 2条

の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。）がなさ

れている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の

決定後、岐阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）

でないこと。 

(6) 民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者



（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐

阜県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）でないこと。 

(7) 破産法（平成 16年法律第 75 号）に基づき破産手続き開始の申立てがなされている者および

その開始決定がされている者（同法附則第 3 条第 1項の規定によりなお従前の例によること

とされる破産事件に係るものも含む。）でないこと。                            

(8) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法律第

145 号）に基づく管理医療機器の販売業の届出を行っている者で、かつ同法に基づく特定保

守管理医療機器の販売業の許可を受けている者であること。 

(9) 当該機器の代理店、特約店又は取扱店であること。 

(10) 公告日を基準として過去 10 年間に、病院又は診療所において発注単位 1 件につき

30,000,000 円以上の管理医療機器を納入した実績を有すること。 

 

３ 入札参加資格の確認 

(1) 入札参加希望者は、下記期限までに「入札参加資格確認申請書（別記様式）」に、2 に掲げる

資格を証明する書面を添付した上で 1の(4)まで提出し、競争入札参加資格の確認を受けて

ください。この場合の経費は、提出者の負担とする。 

なお、2(1)に関する証明は添付の必要はありません。 

(2)  提出期限 2022年 9月 12日（月）１７時まで 

期限までに競争入札参加資格確認申請書を提出しない者又は競争入札参加資格がない

と認められた者は、入札に参加することができません。 

(3)  提出部数 １部 

(4)  提出場所 1(4)に同じ 

(5)  提出方法 郵送または持参による。郵送の場合、期限までに必着とする。 

(6)  競争入札参加資格の確認結果は、2022年 9月 20 日(火）までに通知します。 

 

４ 入札の日時及び場所 

（１）  日  時  2022年 10 月 6日（木） 13時 30 分 

（2）  場  所   岐阜県岐阜市野一色 4 丁目 6番 1号 

                  地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 情報交流棟３階中会議室 

 

５ 入札方法に関する事項 

(1) 入札書は、本人又はその代理人が入札をするものとします。ただし、代理人が入札する場合

には、 入札前に委任状を提出してください。 

(2) 入札書の記載 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額（以下「入札書記載金額」と 

いう。）の 100 分の 10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、



消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た契約希望金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 開札の日時及び場所 

      開札は、入札の終了後直ちに 4の（2）場所において、入札者立ち合いのうえ行います。 

      なお、開札の結果、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行

います。 

７ 落札者の決定方法 

      規則第 14 条の規定により定めた予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内で、

最低の入札書記載金額をもって入札した者を落札者とする。 

なお、落札者がいないときは、直ちに再度の入札をすることがある。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

(1) 入札保証金  免除（地方独立行政法人岐阜県総合医療センター契約事務取扱規程第

13 条第５項） 

(2) 契約保証金  地方独立行政法人岐阜県総合契約事務取扱規程第 36 条及び第 39条

に定めるとおりとする。 

 

９ 入札無効に関する事項 

次の各号に該当する場合は、その入札は無効とします。なお、無効の入札を行った者は、 

原則として再度入札に参加することはできません。 

(1) 入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

(2) 入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 

(3) 入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されてないとき。 

(4) 入札に関して談合等の不正行為があったとき。 

(5) 入札書に記名押印がないとき。 

(6) 入札書記載事項の確認ができないとき。 

(7) 入札参加資格を有しない者が入札したとき。 

(8) 入札者が入札参加資格の確認において虚偽の申請を行ったとき。 

(９) 再度入札に付した場合に、前回の最低入札書記載金額と同価格以上の入札書を提出し

たとき。 

(10) 岐阜県から、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入
札参加資格停止措置を、本通知の日から入札の日までの間に受けたとき。 

(11) その他、契約責任者があらかじめ指定した事項に違反したとき。 

 

１０ 入札又は開札の中止による損害に関する事項 

天災、その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止

します。これらの場合における損害は、入札者の負担とします。 



 

１１ その他 

(1) 郵便又は電信による入札は認めません。 

(2) 入札書は、１件ごとに１通を作成して封書にし、入札者の氏名を表記して提出してくださ

い。 

(3) 入札書は、インク又は墨等消散し難いもので記入、かつ、記名押印するものとし、その記

載事項について訂正したときは、訂正印を押してください。 

(4) 一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え又は、撤回することはできません。 

(5) 入札書はあらかじめ契約担当者が指示したものとします。 

(6) 入札は、本人又はその代理人が行ってください。ただし、代理人が入札する場合には入札

前に  委任状を提出してください。 

(7) 代理人が入札に参加する場合に提出する委任状は、代理権の範囲、代理人の氏名及び

代理人 が使用する印鑑を明示し、委任者（一般的には代表者）が記名押印したものとし

てください。なお、この場合における入札書の入札者名及び押印は、代理人が記名押印し

てください。 

(8) 再度入札に付した場合、前回の最低入札書記載金額と同価格以上の入札書を提出した

ときは、次回再度入札に参加できません。 

(9) 落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、岐阜県から、「岐阜県が行う契約から

の暴力団排除に関する措置要綱」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契

約締結の日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとします。

また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解

除します。 

(10) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することが 

あります。 

(11) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締

結をしないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて入札を行うものとします。 

(12) その他、本入札執行については、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター契約事務

取扱規程の定めるところによります。 

(13) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に 

限る。 

 

１２ Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be purchased and maintenance 

Electrocardiogram analyzer with analysis ,long-term blood pressure electrocardiogram 

recorder and Long-term ECG recorder  1 set 

(2) Delivery period:  



From Contract date to 31 January 2023 

(3) Deadline for the submission of bidding registration forms and relevant documents:  

5: 00 p.m., 12 September 2022. 

Applicants will be notified of the screening results by 20 September 2022. 

(4) Date, time and place for the opening of the bids and the tenders: 

The meeting for the opening of bids and tenders will begin promptly at 1:30 p.m. on 6 

October 2022 at the Middle conference room on 3rd floor of the Information exchange 

building of the Gifu Prefectural General Medical Center Address: 4-6-1, Noisshiki, 

Gifu-city, Gifu, 500-8717, Japan  

(5)  For further information, please contact：Management Planning Division, 

Gifu Prefectural General Medical Center 4-6-1, Noisshiki, Gifu-city, Gifu, 500-8717, 

Japan  TEL: 058-246-1111(ext.5536) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 

 

入札参加資格確認申請書 

 

2022年 8月 25日の解析付心電図解析装置/長時間血圧心電図記録装置/長時間心電図記録装

置の購入について、公告の一般競争入札に参加したいので、関係書類等を添えて申請します。 

 

  添付書類等 

1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35年法

律第 145 号）に基づく管理医療機器の販売業の届出を行っている者で、かつ同法に基

づく特定保守管理医療機器の販売業の許可を受けている者であることを証明できる書

類。 

 

2. 当該機器の販売ﾒｰｶｰの代理店、特約店又は取扱店であることを証明できる書類。 

 

３. 公告日を基準として過去 10 年間に、病院又は診療所において発注単位 1 件につき 

30,000,000 円以上の管理医療機器を納入した実績を有することを確認できる書類。 

（条件に該当する契約のうち 1 件の売買契約書の写し） 

 

４． 誓約書 

 

 

 

 

          年  月  日 

 

 

住 所 

 

氏 名           印 

 

※ 法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名を  

記入し、法人印及び代表者印を押印すること。  

      (押印は代理人による入札の場合を除く) 

 

代理人           印 



 

誓 約 書 

 

 

 

 私は一般競争入札説明書に記載の「入札参加者の資格に関する事項」について、当誓約書提出

日現在において、同項目を満たしていることを誓約します。また、入札期日までに、いずれか一

の項目について満たさないこととなった場合は、直ちに報告することをあわせて誓約いたしま

す。 

 

 

 

 

             年  月  日 

 

 

住 所 

 

 

氏 名                 印 

 

 

法人の場合は、法人名及び代表者職氏名を記入し、 

法人印及び代表者印を押印すること。 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 

岐阜県総合医療センター 

理事長 桑原 尚志 様 

 

 



 

 

 

入  札  書  
 

   

品名  規格等  数  量  金額（円） 

 

 

 

   

 

 

上記のとおり入札します。 

 

なお、契約の金額は表記の金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額とし、

非課税物品には加算しません。 

 

       年   月   日  

 

住  所  

 

氏  名                印  

 

※ 法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名を 

記入し、法人印及び代表者印を押印すること。 

      (押印は代理人による入札の場合を除く) 

 

代理人                印  

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長  様 

 

 

第１回 



 

 

 

入  札  書  
 

 

品名  規格等  数  量  金額（円） 

 

 

 

   

 

 

上記のとおり入札します。 

 

なお、契約の金額は表記の金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額とし、

非課税物品には加算しません。 

 

       年   月   日  

 

住  所  

 

氏  名                印  

 

※ 法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名を 

記入し、法人印及び代表者印を押印すること。 

      (押印は代理人による入札の場合を除く) 

 

代理人                印  

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長  様 

 

第２回 



委  任  状  

 

 

代 理 権 の 範 囲      医療機器の入札に関すること 

 

 

 

 

代 理 人 の 氏 名 

 

 

 

 

代理人が使用する印鑑 

 

 

 

  上記のとおり委任します。 

 

 

 

  年   月   日  

 

                       

住  所  

 

氏  名                   印  

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長 様 

 



入 札 辞 退 届  

 

 

   業 務 名     

 

 

 

上記業務について、以下の理由により入札を辞退します。 

 

 

（辞退理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  年  月  日 

 

                      

住 所 

 

氏 名             印 

 

※ 法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名を  

記入し、法人印及び代表者印を押印すること。  

(押印は代理人による入札の場合を除く) 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長 様 

 



再度入札辞退届  

 

 

   業 務 名    

 

 

 

 

 

上記業務にかかる再度入札について、以下の理由により入札を辞退します。 

 

 

（辞退理由） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  年   月   日  

 

住  所  

 

氏  名                 印  

 

※ 法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名を 

記入し、法人印及び代表者印を押印すること。 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター理事長 様 



解析付心電図解析装置/長時間血圧心電図記録装置/長時間心電図記録装置

仕様書

2022年8月

岐阜県総合医療センター

地方独立行政法人



ただし、新医療総合情報システムの稼働を2023年1月2日に想定しているため、

この日でスケジュールを作成し、納品及び接続作業を完了させること。

1-1 安静時標準12誘導心電図が記録可能であること。

1-2
安静時、及び歩行などの負荷をかけた後（負荷後）の標準12誘導心電図が記録可能であるこ
と。

1-3 不整脈検査が行えること。

1-4 リズム計測検査が行えること。

1-5 マスターテスト検査が行えること。

1-6 安静時標準12誘導検査の手動記録を記録・保存ができること。

1-7 国際標準規格IECに適合していること。

1-8 内部バッテリー搭載時は120分以上の稼動が可能であること。

2-1 集団検診などに有効なA/B患者切り替え機能を有すること。（オプション）

2-2 除細動保護（誘導コード）が施されていること。

2-3 周波数特性が0.05～250Ｈｚ以上であること。

2-4 同相弁別比103dB以上であること。

2-5 R-sync（心拍同期）出力があること。

3-1
液晶ディスプレイはカラー表示であり対角15.6インチ以上、解像度は1,920×1,080ドット以
上（フルHD）であること。

3-2 波形表示部分の背景にグリッド表示が可能であること。

3-3 静電容量方式のタッチパネルであること。

3-4 ディスプレイ面の開閉が可能であること。

4-1 記録紙幅は210mmであること。

4-2 高密度サーマルプリント方式で、記録密度11.8dot/mm以上であること。

4-3 内蔵可能なロール紙に記録可能であること。

5-1 磁気カードリーダ、バーコードリーダにより被検者情報の入力が可能であること。

5-2
被検者情報は下記項目が入力可能であること。
　* ID・サブID1.2・年齢・性別・氏名・所属（病棟/科）・身長・体重・
　　投薬・症状・コメント・血圧・体位・呼吸数（回/分）・医師名・技師名

5-3
被検者データをマスタとしてメモリカードに登録（ID番号、氏名、生年月日、性別）し、次
回入力時はID番号の指定によりその他の被検者項目を自動読み込みできる機能を有するこ
と。

5-4

メモリカードに保存された検査データ(心電図、血圧脈波）をマスタとして、次回ID番号入
力時に被検者情報を自動読み込みできる機能を有すること。
　 * ID・サブID1.2・年齢・性別・氏名・所属（病棟/科）・身長・体重・
　　投薬・症状・コメント・血圧・体位・呼吸数（回/分）・医師名・技師名

5-5
ID番号の指定により新生理検査システムよりその他の被検者項目を読み込みできる機能を有
すること。

6-1 6×2+リズム1ch表示が可能であること。

6-2 手動記録時の記録速度は5/10/12.5/25/50（mm/s）より選択可能であること。

6-3 手動記録で記録した波形を最長10分間保存することが可能であること

6-4 3ch/6ch/12chの波形記録が可能であること。

6-5 心電図波形の収録時間を8秒～24秒で任意に設定可能であること。

6-6
波形収録後、収録した波形及び解析結果を画面に表示、確認してから記録することが可能で
あること。

１　場所・期限

　　　納入期限　　2023年　1月　31日

２　解析付心電図検査装置に関する要件 

　　　納入場所　　心電図室・各病棟

（1）　心電計本体に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（2）　信号入力・出力部に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（3）　表示部に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（4）　記録に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（5）　被検者情報入力に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（6）　標準12誘導心電図検査に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。



6-7 解析結果表示画面には収録した時間内の12誘導全心拍と基本形測値が表示可能であること。

6-8
自動記録の解析結果に不整脈に該当する所見が含まれていた際、3chで40秒間以上の記録延
長を行い、検出した不整脈を解析する機能を有すること。

6-9
解析結果表示画面、及び解析結果レポートでドミナント波形の脇にST計測値を表示及び印字
し、STレベルを確認できること。

6-10
安静時、及び負荷後の12誘導心電図記録におけるレポートの出力方法、及び収録時間などの
設定が可能であること。

6-11
被検者ID入力時、メモリーカード、生理検査システム内に同一被検者の過去の検査データが
存在する場合、直近日の検査データの12誘導ドミナント波形を読み込み、現在の波形と並べ
て表示可能であること。

6-12
最長10分前まで遡って12誘導心電図波形を確認することができ、任意の箇所を指定してその
時点の12誘導心電図解析、不整脈解析、リズム計測がを同時に実施することが可能であり、
12誘導検査に限り最大10か所を指定して同時に解析することが可能であること。

6-13
オートキャプチャ機能を使用することでノイズの少ない波形区間を自動検出し、検出した区
間の記録・解析ができること。

6-14
オートキャプチャ機能を使用することで解析所見のある区間を自動で検出し、記録すること
ができること。

6-15
オートフィルタ機能を使用することで規定のノイズレベルに達した場合、自動でフィルタを
かけることができること。

6-16
最長10分前まで遡って12誘導心電図波形を確認することができ、その際、不整脈を認識しや
すくするため不整脈箇所やノイズ区間、インスト区間の波形の色を変えて表示可能であるこ
と。

6-17 標準12誘導配列とキャブレラ配列の表示が可能であること。

6-18 検査画面上の操作で前回検査時の波形データと解析結果を表示することが可能であること。

6-19
連続して同一IDで再収録した際に「この被検者の心電図はすでに収録されています」など、
被検者取違い防止のためのメッセージ表示機能を有すること。

6-20 電極外れの際、外れている位置を文字または人体のイラストで表示可能であること。

6-21
操作の手順をポップアップウィンドウを使ってひとつひとつガイドするガイド機能を有して
いること。

6-22
四肢及びV1とV2、V5とV6の電極付け間違い疑われる場合、収録前に警告メッセージを表示す
る機能を有すること。

6-23 右胸心の被検者に対して、胸部電極の付け替えのみで検査が行える機能を有すること。

7-1
心電図波形を臨床的に改良された診断基準に基いて、ミネソタコード分類、所見名の分類、
年齢・性別による分類を行う自動解析機能を有していること。

7-2
解析の種別は臨床用解析プログラム、スクリーニング用プログラム及び老人保健法（厚生労
働省）、心電図自動診断を考える会の内容に準拠したプログラムを有すること。

7-3 140種類以上の所見数を有すること。

7-4
Brugada型心電図に関する解析所見を3種類以上有し、Coved型とSaddleback型を区別可能で
あること。

7-5
Brugada型心電図に関して、日本心電学会ブルガダ症候群心電図自動診断基準ワーキンググ
ループで検討された、日本人に適した「ブルガダ型心電図の自動診断基準」に対応している
こと。

7-6
安静時12誘導心電図からV1～V3の高位肋間位置の波形を合成しBrugada解析することによ
り、高位肋間に特異的なBrugada型心電図の検出率を向上させる機能を有すること。

7-7
解析によって得られた所見について、その所見と判断した根拠を説明する解析ガイド機能を
有すること。

7-8
合成誘導解析結果や自覚症状入力結果などから総合的に急性冠症候群の診断を補助する機能
を有すること。

（7）　心電図自動解析機能に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。



7-9
標準12誘導心電図から右胸部誘導（Ｖ３Ｒ～Ｖ５Ｒ）、背部誘導（Ｖ７～Ｖ９）の合成波形
を作成し、合成18誘導心電図を提示する機能を有すること。

7-10
標準12誘導心電図から右胸部誘導（Ｖ３Ｒ～Ｖ５Ｒ）、背部誘導（Ｖ７～Ｖ９）の合成波形
を作成し、合成18誘導連続波形を提示する機能を有すること。

7-11
ファイルに保存された標準12誘導心電図データから右胸部誘導（Ｖ３Ｒ～Ｖ５Ｒ）、背部誘
導（Ｖ７～Ｖ９）の合成波形を作成することがきること。

7-12
自覚症状を入力する機能を有し、自覚症状から見た急性冠症候群に関する情報を提示する機
能を有すること。

7-13 標準12誘導心電図から、梗塞や狭窄の責任冠動脈を解析する機能を有すること。

8-1
記録は1～10分（1分間隔）、100拍、200拍の設定が可能で、指定した1誘導の収録、記録、
リズム計測が可能であること。

8-2 計測したRRの変動係数、ヒストグラム、トレンドグラフの記録が可能であること。

9-1
記録は40秒、1分～3分（1分間隔）、100拍、200拍の設定が可能で、指定した3誘導の収録、
記録、不整脈解析が可能であること。

9-2 収録した波形の詳細計測値及びリズム計測値の記録が可能であること。

10-1
性別、年齢、体重を入力することによりステップ数を算出する機能を有し、ステップ音を出
力可能であること。また、ステップ音の音量および音色の設定が可能であること。

10-2
負荷量を患者の体力により、ハーフ/シングル/ダブル/ダブル+増減（5～50％）/トリプルの
各設定が可能であること。

11-1 R波及びP波をトリガとしたLP検査を行うことが可能であること。

11-2 波形収録後に任意の位置へ計測点を変更することが可能であること。

11-3 計測結果から陽性、陰性の判定が可能であること。

11-4 記録メディア、新生理検査システムへ保存することが可能であること。

12-1 15誘導（6ｃｈ×2＋3ｃｈ）表示が可能であること。

12-2

15誘導の同時測定が可能であること。右側胸部誘導（Ｖ３Ｒ～Ｖ６Ｒ）、左右背部誘導（Ｖ
７～Ｖ９、Ｖ７Ｒ～Ｖ９Ｒ）での記録の際に、各誘導名を記録紙上に印字可能であること。
また、解析結果を画面上に表示できること。更に記録されたデータのファイル保存及びファ
イル送信が可能であること。

12-3
解析結果を画面上に表示できること。（ただし拡張した3chに関する計測値とワーニングコ
メント（V3R～V5R、V7～V9が選択された時）も出力する)

12-4 収録されたデータのファイル保存及びファイル送信が可能であること。

12-5 レポートの出力方法、及び検査時間など個別の設定が可能であること。

13-1
波形収録後、心電図データをSDカード、USBメモリ及び新生理検査システムへ自動保存可能
であること。

13-2 自動保存に失敗した際、保存失敗の警告を警告音とメッセージを表示可能であること。

13-3
収録した心電図データを医用波形記述規約（MFER)　データをメモリーカードへ保存可能で
あること。

13-4
収録した心電図データを医用波形記述規約（MFER）データを指定したフォルダへ出力が可能
であること。

13-5 収録した心電図データをMFER-SEAMAT形式でメモリーカードへ保存可能であること。

13-6 内部メモリには1,000件の検査データが保存可能であること。

14-1 有線もしくは無線LANでの接続が可能であること。

（8）　リズム計測検査に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（9）　不整脈検査に関しては１３台、以下の要件を満たすこと

（10）　マスターテスト検査に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（11）　LP検査に関しては１台、以下の要件を満たすこと。

（12）　15誘導検査に関しては６台、以下の要件を満たすこと。

（13）　ファイリング機能に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。

（14）ＬＡＮ通信機能に関しては１３台、以下の要件を満たすこと。



14-2 無線LANアダプタを内蔵していること。

14-3 WPA2エンタープライズでの通信が可能であること。

14-4
収録した心電図データ及び保存メディアに保存された心電図データを新生理検査システムへ
送信できること。

14-5 自動送信に失敗すると、保存失敗の警告メッセージを表示すること。

14-6 新生理検査システムを介してオーダリングシステムとの連携が可能であること。

14-7 オーダー情報をSDカードに登録し、オフラインでのオーダリング運用が可能であること。

14-8
オーダーで検査情報が送られた際に反映される検査設定を心電計で各検査種別ごとに最大8
個まで用意しておくことが可能であること。

15-1 USBポートを３ポート以上、SDカードスロットを有し、データ保存が可能であること。

15-2 専用の架台を有すること。

15-3
12 誘導検査実施時に心電波形に混入しているノイズが数値化されて画面上に表示する機能
を有すること。

15-4 英語及び中国語で被検者向けの音声ガイドを流すことができること。

15-5
プライバシー保護のため画面表示、レポート上の被検者情報を匿名にすることが可能である
こと。

15-6
セキュリティ担保のため電源立ち上げ時に入力するログインパスワードとユーザー名を登録
できること。

15-7 心電計を使用しないときに画面を消すことができるスリープモードを搭載していること。

16-1
精度管理を目的とした外部シミュレータの心電図を解析し、その計測値をあらかじめ任意で
設定した基準で合否判定を行い結果を記録することが可能であること。

（1） 心電図、血圧、SpO2が同時に記録できること。

（2）
記録可能な3つのパラメータ（心電図、血圧、SpO2）を自由に組み合わせて検査ができるこ
と。

（3） 心電図記録チャネルは2ch/3chから選択できること。

（4） 連続測定時間は25時間以上であること。

（5）
記録開始前に記録器本体で全チャネルの心電図波形や血圧、SpO2、脈拍数の測定値を確認で
きること。

（6） 加速度を検知するセンサを内蔵していること。

（7） 記録器本体で、IDの入力が可能であること。
（8） ペースメーカの位置情報を検出する機能を有すること。
（9） ペースメーカの位置情報を検出するチャネルの選択が可能であること。

（10） ドリフトノイズを減少させる、ドリフトフィルタ（時定数の切り替え）を有すること。

（11） 血圧測定はコロトコフ音法とオシロメトリック法を併用していること。

（12） 加圧回数は120回以上であること。

（13） サイト昇圧機能を搭載しており、過加圧を防ぐ機能を有すること。
（14） カフの強制排気機能を有すること。
（15） 血圧測定は、1日24時間を6区間に分割して測定間隔を設定できること。

（16） プログラム測定以外に、任意に血圧測定ができること。

（17） 記録器を駆動するための電源は単三アルカリ電池2本以内であること。

（18） カラー液晶を採用し、パラメータごとに異なる色で表示可能であること。

（19） 未再生のメモリーカードを記録器に入れたとき、エラーメッセージが表示されること。

（20） エラーなどの文字は日本語表記であること。

（15）その他１３台、以下の要件を満たすこと。

（16）精度管理について１３台、以下の要件を満たすこと。

３　長時間血圧心電図記録装置（計３台）に関する要件



（21） メモリカード以外にも内部メモリーにバックアップデータを2検査分記録できること。

（22）
記録開始前に、専用のビュアーソフトをインストールしたタブレットとBluetooth接続し、
心電図波形や血圧、SpO2、脈拍数の確認が可能であること。

（23） 記録器本体でカードフォーマットができること。

（24）
定期点検専用のカードを本体に挿入し電源を入れると自動で定期点検モードになり、点検結
果をカードに保存できること。

（25） 記録器本体の総重量（電池、カード含む）は240g以下であること。

（26） 保存メディアに保存されたデータを現行のホルタ解析装置へ送信し、解析できること。

（27） 現行のホルタ解析装置を介して、オーダリングシステムとの連携が可能であること。

（1） 2ch、3chまたは12誘導の心電図を24時間以上連続で記録できること。

（2） 2ch /3ch 記録は7 日間以上、 12 誘導記録は 2 日間以上の連続記録ができること

（3） 2日間以上連続で高分解能サンプリング（1kHz）記録ができること。

（4）
体重 10kg 未満の小児を記録対象とした記録形式（サンプリング周波数250Hz以上）を設定
できること。

（5）
任意の誘導（2誘導以上）の心電図信号からペースメーカ パルスの位置情報検出機能を有
し、検出感度は4段階以上の切替えができること。

（6） 記録器本体の重量は49ｇ以下、最も薄い部分は13㎜以下であること。

（7） 本体は防塵防水機能を有し、日本工業規格JIS保護等級IP66/IP68を満たすこと。

（8） 記録データは、内部メモリに5検査分以上バックアップデータとして保存できること

（9） 3軸加速度センサを有し、体位・加速度の情報を記録できること。

（10） ドリフトノイズを減少させるドリフトフィルタ（時定数の切り替え）を有すること。

（11） 中継アダプタ、コードが記録器本体から簡単に抜けないような機構を有すること。

（12）
検査開始前に、電池蓋のロック確認を促す画面表示やロック状態を色で識別可能な構造を有
し安全な検査をサポートできること。

（13）
解像度256dot×256dot以上、1.8インチ以上の液晶ディスプレイを搭載し、時刻や波形の視
認性が良好であること。

（14） 記録開始前に全チャネルの心電図波形やID番号を記録器本体で確認できること。

（15）
記録開始前の12誘導波形確認は、四肢誘導(導出誘導含む)6chと胸部誘導6chをそれぞれ1画
面で表示できること

（16）
記録開始前にペースメーカパルスの位置情報を検出できているか記録器本体で確認できるこ
と。

（17）
2ch、3chまたは12誘導心電図記録時の使用電極は、リード線一体型ディスポ電極を選択でき
感染症対策に有用であること。

（18）
記録チャネル（2ch/3ch/12誘導）ごとに、静電気ノイズに強い2層のシールド構造を有した
リード線一体型ディスポ電極を使用できること。

（19） 記録器本体は衣類内部/外部のどちらでも装着できること。

（20）
記録中に記録器本体で心電図波形及び被検者ID、現在時刻、記録開始と終了時刻を表示でき
ること。

（21）
本体にイベントスイッチを有し、記録中に被検者がイベントスイッチを押した時刻が記録で
きること。

（22）
記録開始から設定した記録時間が経過すると、終了の操作をせずに自動的に記録が終了する
こと。

（23） 記録データが未再生のとき、漢字を含む日本語でエラーメッセージを表示できること。

４　長時間心電図記録装置（計５台）に関する要件 



（24） 記録器本体でカードフォーマットができること。

（25）
定期点検専用カードを本体に挿入し電源を入れると、自動で定期点検モードとなり、その結
果をCSV形式でカードに保存できること。

（26） 検査目的に合わせた設定を5件以上記録器本体に保存できる機能を有すること

（27） 設定メニューが漢字を含む日本語で表示されること

（28） 保存メディアに保存されたデータを現行のホルタ解析装置へ送信し、解析できること。

（29） 現行のホルタ解析装置を介して、オーダリングシステムとの連携が可能であること。

４．入札に関する基本要件

３.提出書類

特記仕様書

１．妨害又は、不当介入に対する通報義務

         整えること。

      機能付加された場合は病院と協議の上、病院の指定する機種を契約金額内にて納入すること。

      またそれにより設置条件等に変更が生じた場合、速やかにその情報を病院へ提供し、病院と協

      議を行い納期に支障を来さないようにすること。

（５）納入スケジュールについて、病院職員の指示に従うこと。

（６）その他本仕様書に記載されない事項については適宜病院との協議に応ずること。

　　　・　撤去後の機器については、院内の病院職員の指定する場所へ移動すること。

（３）教育訓練等に関しては以下の要件を満たすこと。

　　　・教育訓練は病院の職員と協議の上、指定する日時、場所で行うこと。

　　　・操作マニュアルは各装置について日本語版を各１部提供すること。

（４） 売買契約後、納品までの間に新機種開発により同等機種以上の性能があり、型式変更または

         与えた場合は、職員に報告するとともに、速やかに現状に復すること。

　　　・ 万一、機器搬入及び据付工事の際、過って病院の躯体、設備、器物等に損傷を与えた

         場合は、自己の負担において速やかに修復すること。

       ・ 機器搬入及び据付工事に必要とする病院内での一般光熱水費は原則として病院が負担

　　　   する。但し、溶接ガス等特殊なものは請負業者負担とする。

（２）据付・搬入・配線・撤去・調整等の設置条件に関しては以下の要件を満たすこと。

　　　・ 病院職員と協議の上、病院の承認後に着工するものとする。

　　　・ 設置工事に係る費用は、請負業者負担とする。

       ・ 機器搬入にあたっては、その搬入経路の壁床等に養生・補強等を施すこと。また、別途
　　　　

         指示のあった場合はその指示の通りとすること。万一、発注者の建物及び物品に損傷を

      ・ 病院職員の立会いのもと、機器及び連携する装置等（ハード及びソフトウェア）全体が

         正常に動作することを確実に確認するとともに、納入後１年以内の通常使用による故障

         及び障害に対しては、無償保障に応じること。

      ・ 無償保障期間中の障害発生時には速やかに所要の保守修理に応じるよう点検保守体制を

　  　・ 障害時において、迅速なるサービスが対応されていること。

　　納品書、納入品のリスト及び写真（電子データ）、請求書　他　付属書類

（１）保守体制・障害支援体制に関しては以下の要件を満たすこと。



受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして
合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨
害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。

２．受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了
　できないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。


