
 

入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成２４年 ２月 ３日 

 

独立行政法人            

国立精神・神経医療研究センター  

総長 樋口 輝彦 

 

１ 競争に付する事項 

（１）契約件名及び予定数量 

  平成２４年度 人工呼吸器及び酸素濃縮装置等の賃借 

（２）契約件名の仕様等 

別紙、仕様書による。 

（３）履行期間 

平成２４年 ４月 １日 から 平成２５年 ３月３１日 

（４）履行場所 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 

（５）履行方法 

総長が指定する日時に、指定した場所にて履行すること。 

（６）入札方法 

落札者の決定は、最低価格方式をもって決定する。 

入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、単価契約を除き、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札額とするので、入札

者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。また、代金の支払いにかかる振込手数料については、契約した事業者

の負担とするので、入札書に記載する金額は必要に応じてこれを見込んだ

金額を記載すること。 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項等 

（１）独立行政法人国立精神・神経医療研究センター契約事務取扱細則第６条

及び第７条の規定に該当しないものであること。 

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者は、第６条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 

（ア）資格審査申請書又は添付書類等に虚偽の事実を記載した者 

（イ）経営の状況又は商取引における信用性が極度に悪化している者 

（３）当該年度における厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）、役務の

提供等においてＡ、Ｂ、Ｃ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参

加資格を有する者であること。 

      

３ 契約事項を示す場所等 

〒１８７－８５５１ 東京都小平市小川東町４－１－１  

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 

財務経理部財務経理課 第一契約係 吉田 

ＴＥＬ ０４２－３４１－２７１２（内線２１３０） 

 

４ 競争執行の場所及び日時等 

（１）入札説明書の交付期間及び交付場所 

交付期間 平成２４年 ２月 ３日 ～ ５－（６）に定める年月日 

     ５－（６）に定める日時      

ただし、土・日・祝祭日を除く。 

交付場所 ３に同じ 

（２）入札書の受領期限 

平成２４年 ２月１５日（水）１５時００分 

データ媒体も併せて上記期限に提出すること。 

（３）開札日時及び場所 

平成２４年 ２月２０日（月）１１時００分 

中央館２階第一会議室 

 

５ その他必要な事項 

（１）契約手続き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 

   免除する 

（３）入札の無効 

本説明書に示した競争参加資格者の無い者のした入札及び入札に関する

条件に違反した入札 

（４）契約書作成の要否 



 

契約書作成の要 

（５）契約者の決定方法 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター総長が本説明書に示した

業務を履行できるか判断した入札者であって、本契約事項に関する仕様書

等に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入

札を行った者を交渉権者とするが、交渉権者が複数の場合は、申込みをし

た価格に基づく交渉順位を付するものとする。 

また、第一順位の交渉権者（以下、「第一交渉権者」という。）の申込

みの価格が契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められ

るとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがある場合においては、次順位の交渉権者をその契約の第一

交渉権者とすることがある。 

契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価

格が決定した場合は、その者を契約の相手方とする。 

ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締

結に至らなかった場合には、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。 

（６）入札者に要求される事項 

この競争入札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

契約件名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。 

また、入札者は、開札日の前日までの間において、総長等から当該書類

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。 

なお、入札者は、開札日の前日（前日が休日である場合は直近の平日）

１２時００分までに「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」、その他

証明書等（仕様書及び入札説明書に記載があるもの）を提出し、入札参加

の意思がある旨を、入札書の提出場所に記す契約事務担当者あて示すこと。 

前日までに提示する入札参加の意思を示すための各書類は、複製による

ことも可能だが、その場合は開札までに原本を提出すること。 

（７）その他  

       詳細は入札説明書を参照すること。 

 

６ 独立行政法人の契約にかかる情報の公表について 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人

と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状

況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進



 

めるとされているところです。 

 これに基づき、以下のとおり、独立行政法人国立精神・神経医療研究センタ

ー（以下、「センター」という。）との関係に係る情報をセンターのホームペ

ージで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表

に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解

と御協力をお願いいたします。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものと

みなさせていただきますので、ご了知願います。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等

の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただ

くことがあり得ますので、併せてご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① センターにおいて役員を経験した者（役員経験者）が再就職している

こと又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が

役員、顧問等として再就職していること 

② センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を

占めていること 

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等

は対象外 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数

量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公

表します。 

① センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及びセ

ンターにおける最終職名 

② センターとの間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占めるセンターとの間の取引高の割合が、次

の区分のいずれかに該当する旨 

イ ３分の１以上２分の１未満 

ロ ２分の１以上３分の２未満 

ハ ３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職しているセンターの役員経験者及び課長相当職

以上経験者に係る情報（人数、現在の職名及びセンターにおける最終職



 

名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びセンターとの間の

取引高 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契

約については原則として93日以内） 



内　　訳　　書

1

No. 機　種 仕　様 メーカー 単位
予定数量
（年間）

1 LTV950 陽圧式人工呼吸器 ケアフュージョン 日 154
2 LTV1000, 陽圧式人工呼吸器 ケアフュージョン 日 8,621
3 LTV1150 陽圧式人工呼吸器 ケアフュージョン 日 233
4 LTV1200 陽圧式人工呼吸器 ケアフュージョン 日 2,086
5 TrilogyO2 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 81
6 Trilogy100 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 909
7 Trilogy200 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 149
8 BiPAP（Auto SV） 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 277
9 BiPAP（Harmony） 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 3,536
10 BiPAP(Syncrony) 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 1
11 BiPAP(Syncrony2) 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 305
12 BiPAP(Focus) 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 1
13 PLV100 陽圧式人工呼吸器 レスピロニクス 日 182
14 LTV950 
気管切開仕様 ケアフュージョン 日 5,196
15 LTV1150 
気管切開仕様 ケアフュージョン 日 168
16 Trilogy100 
気管切開仕様 レスピロニクス 日 465
17 PLV100 
気管切開仕様 レスピロニクス 日 445
18 Vivo 40 
気管切開仕様 チェスト 日 40
19 LTV950 
鼻ﾏｽｸ仕様 ケアフュージョン 日 11,329
20 LTV1150 鼻ﾏｽｸ仕様 ケアフュージョン 日 2,133
21 Trilogy100 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 973
22 Trilogy200 鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 29
23 PLV100 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 445
23 インパルセーター 鼻ﾏｽｸ・気管切開仕様 パーカッショネア・ジャパン 月 17
24 BiPAP（Auto SV） 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 1,661
25 BiPAP（Harmony） 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 7,010
26 BiPAP(Syncrony) 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 1,418
27 BiPAP(Syncrony2) 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 3,760
28 BiPAP(Focus ) 
鼻ﾏｽｸ仕様 レスピロニクス 日 1
29 Vivo 30 
鼻ﾏｽｸ仕様 チェスト 日 1
30 Vivo 40 
鼻ﾏｽｸ仕様 チェスト 日 366
31 クリーンエアＶＳインテグラ 
鼻ﾏｽｸ仕様 フクダ電子 日 1
32 クリーンエアＶＳウルトラ 
鼻ﾏｽｸ仕様 フクダ電子 日 1
33 REMstar Auto 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器 レスピロニクス 日 10,841
34 REMstar Pro 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器 レスピロニクス 日 486
35 System One 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器 レスピロニクス 日 2,952
36 Ｓ８レスポンド 経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器 Resmed Ltd 日 325
37 ライトテック-3X 酸素濃縮装置 ダイキン 日 360
38 ＴＯ－９０－２Ｌ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1
39 ＴＯ－９０－３Ｅ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1,600
40 ＴＯ－９０－３Ｎ 酸素濃縮装置 テイジン 日 309
41 ＴＯ－９０－５Ｈ 酸素濃縮装置 テイジン 日 296
42 ＴＯ－９０－５Ｅ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1
43 ＴＯ－９０－７Ｈ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1
44 ３Ｒ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1
45 ２Ｕ 酸素濃縮装置 テイジン 日 1,358
46 小春３Ｌ 酸素濃縮装置 レスピロニクス 日 2
47 コンフォライフ３ＳＬ 酸素濃縮装置 レスピロニクス 日 18
48 ＰＶＳ３０００ ＯＸＹ 酸素濃縮装置 エア・ウォーター 日 1
49 ＰＶＭ５０００ ＯＸＹ 酸素濃縮装置 エア・ウォーター 日 1
50 クリーンサンソＦＨ－２２／５Ｌ 酸素濃縮装置 フクダ電子 日 1
51 クリーンサンソＦＨ－３０／３Ｌ 酸素濃縮装置 フクダ電子 日 297

52 ウルトレッサ 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ
1500㍑以下の詰め替え可能なもの テイジン 日 3,609

53 クリーンバルブボンベ 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ
1500㍑以下の詰め替え可能なもの フクダ電子 日 297

54 携帯用ボンベ 携帯用酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ
1500㍑以下の詰め替え可能なもの 星医療酸器 日 360

55 ライトテックＤＳ２０ 呼吸同調器 ダイキン 日 1
56 サンソセーバーⅡ 呼吸同調器 テイジン 日 366
57 CA-3000 排痰補助装置 レスピロニクス 日 6,546



内　　訳　　書

2

No. 機　種 仕　様 メーカー 単位
予定数量
（年間）

58 カンガルーフィーディングポンプ 経管栄養輸液注入ポンプ 日本シャーウッド 月 96
59 アプリックススマート 経管栄養輸液注入ポンプ フレゼニウス 月 56


	仕様書内訳（人工呼吸器）
	仕様書内訳


