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次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年１２月１６日
経理責任者

独立行政法人国立病院機構福島病院長
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号
○第 02103 号（No.02103）
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１ 調達内容
(1)品目分類番号 22、31
(2)借入件名及び数量 医療機器賃貸借
番号

杉浦嘉泰

一式

品 名

①

院内人工呼吸器

②

在宅人工呼吸器及び在宅酸素療法装置

型番

メーカー

ASTRAL150

レスメド

ASTRAL150

レスメド

酸素濃縮装置
③

院内人工呼吸器

IPVｲﾝﾊﾟﾙｾｰﾀｰ

ﾊﾟｰｶｯｼｮﾈｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

④

院内人工呼吸器

ﾄﾘﾛｼﾞｰO2ﾌﾟﾗｽ
ﾄﾘﾛｼﾞｰ100ﾌﾟﾗｽ

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾄﾘﾛｼﾞｰ100ﾌﾟﾗｽ
ﾄﾘﾛｼﾞｰ100ﾌﾟﾗｽBT

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

⑤

在宅人工呼吸器及び在宅酸素療法装置

酸素濃縮装置
⑥

院内人工呼吸器

LTV-1150

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

⑦

院内人工呼吸器

LTV２ ２２００

ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

⑧

院内人工呼吸器

ＭＯＮＮＡＬ Ｔ５０

ｴｱ・ﾘｷｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ

⑨

在宅経腸栄養ポンプ

ｱﾌﾟﾘｯｸｽｽﾏｰﾄ

ＪＭＳ

⑩

院内人工呼吸器

Ｖｉｖｏ６０

チェスト

Ｖｉｖｏ６０

チェスト

⑪

在宅人工呼吸器及び在宅酸素療法装置
酸素濃縮装置

⑫

院内人工呼吸器

⑬

在宅人工呼吸器及び在宅酸素療法装置

Ｖｉｖｏ４５ＬＳ

チェスト

Ｖｉｖｏ４５ＬＳ

チェスト

酸素濃縮装置
⑭

院内人工呼吸器

⑮

在宅人工呼吸器及び在宅酸素療法装置

ＰＢ５６０

コヴィディエン

ＰＢ５６０

コヴィディエン

酸素濃縮装置
⑯

在宅酸素療法用装置

⑰

院内排痰補助装置

ｺﾝﾌｫｰﾄｶﾌⅡ

ｶﾌﾍﾞﾝﾃｯｸ

(3)借入期間 令和４年４月１日から令和７年３月 31 日
(4)借入場所 独立行政法人国立病院機構福島病院
(5)入札方法
入札金額については､賃貸借に要する一切の費用を織り込んだ上で、一台一月あたり
の借入金額を記載すること。落札の決定は、当院が提示する予定使用月数の対価を入
札書に記載された入札金額に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価
と併せて記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセント
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、見積もった契約金額の 110 分の 1
00 に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) その他独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。)第 22
条の規定に基づき単価契約とする。
２ 競争参加資格
(1) 契約細則第 5 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は
被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別
の理由がある場合に該当する。
(2) 契約細則第６条の規定に該当しない者であること。
(3) 厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」のＡ、Ｂ又
は C の等級に格付され、東北地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)
契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒962－8507 福島県須賀川市芦田塚 13
独立行政法人国立病院機構福島病院企画課契約係長 相原 淳樹
電話 0248－75－2131 内線 4106
(2) 入札書の受領期限
令和４年２月７日 17 時 00 分
(3) 開札の日時及び場所
令和４年２月９日 10 時 00 分 大研修室
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に
本公告に示した内容を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限ま
でに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任
者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 詳細は入札説明書による。
５ Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity:Yoshihiro Sugiu
ra,Director,National Hospital Organization Fukushima National Hospital
(2) Classification of the products to be procured : 22、31
(3) Nature and quantity of the products to be purchased : Medical equipment lea
se contract 1 set
(4)
Rental period : From April 1, 2022 to March 31, 2025
（5） Rental place : National Hospital Organization Fukushima National Hospital
(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eli

gible for participating in the proposed tender are those who shall:
not come under Article 5 of the Regulation concerning Contract for National
Hospital Organization(NHO). Furthermore, minors, Person under Conservatorsh
ip or Person under Assistance that obtained the consent necessary for conclud
ing a contract may be applicable under cases of special reasons within the sa
id clause;
② not come under Article 6 of the Regulation concerning Contract for NHO;
③ have Grade A,B or C in“Service Offer”for participating in tenders by
Ministry of Health,Labour and Welfare (Single qualification for every minist
ry and agency) in Tohoku Region;
④ meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specif
y inaccordance with Article 4 of the Regulation;
(7) Time-limit for tender :
Time‑limit for tender: 17:00 February 7, 2022
①

(8) Contact point for the notice : Atsuki Aihara,Contract chief clerk,Planning
Division, National Hospital Organization Fukushima National Hospital,13,ashid
azuka,Sukagawa-shi,Fukushima-Ken,962-8507,Japan. TEL0248－75－2131 ext.4106

