
資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、

当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成28年10月21日

契約担当役

独立行政法人労働者健康安全機構

福島労災病院 院長 渡辺 毅

◎調達機関番号 590 ◎所在地番号 07

○第84号

１ 調達内容

(1) 品目分類番号 71、27

(2) 導入計画物品及び数量

医用画像情報システム 一式

(3) 調達方法 借入

(4) 導入予定時期 平成29年度第２・四半期以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

① 本システムは、独立行政法人労働者健康安全

機構福島労災病院における診療業務及び経営

管理業務を総合的に支援するためのもので、画

像撮影装置から受信した画像データを統合的

に保存、閲覧、管理、配信できること。

② 本システムは、DICOM 規格に準拠している

こと。

③ 本システムは、当院の保有する病院情報シス

テム、放射線部門業務システム等と連携可能で

あり、患者基本情報や診療情報、画像データな

どを送受信できること。

④ 本システムは、当院の委託する遠隔画像診断

支援サービス業者と連携できること。

⑤ 本システムは、既存の診療用画像データ、レ

ポートデータなどを継承し、継続して閲覧、使

用できること。

⑥ 本システムは、病院経営、診療業務を高度に

支援するため、最新の技術に基づくこと。また、

操作性及び応答時間は、十分実業務に対応でき

ること。

⑦ 本システムのうち、病院業務に不可欠なシス

テムは、24 時間、無人であっても自動稼働し、

安全で容易に運用できること。また、システム

障害対策及び情報セキュリティ対策が十分に

なされていること。

⑧ 本システムは、今後病院情報システムのベン



ダー変更等があった場合でも、継続的に使用す

ることができる拡張性の高い仕様であること。

２ 資料及びコメントの提供方法 上記1（2）の

物品に関する一般的な参考資料及び同（5）の要

求要件等に関するコメント並びに提供可能なラ

イブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 平成28年12月5日15時00

分（郵送の場合は、前日迄に必着のこと。）

(2) 提出先

〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町沼尻３番

地福島労災病院会計課契約係 加藤 健雄

電話0246-26-1111

３ 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者

に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 平成28年10月21日から平成28年1

2月5日まで。

(2) 交付場所 上記２（2）に同じ

４ その他 この導入計画の詳細は導入説明書によ

る。なお、本公表内容は予定であり、変更するこ

とがあり得る。

５ Summary

（1）Classification of the services to be pro-

cured: 71, 27

（2）Nature and quantity of the services to

be required: Picture Archiving and Comm-

unication System 1 set.

（3）Type of the procurement: Lease

（4）Basic requirements of the procurement:

① This system should generally support th-

e medical care services and business man-

agement at Japan Organization of Occupat-

ional Health and Safety Fukushima Rosai

Hospital. This should be an integrated s-

ystem which can save, browse, control and

deliver the image information which the

medical imaging apparatus send.

② This system should conform to the DICOM

standard.

③ This system should cooperation with the

present network system of the hospital i-

nformation system and radiology informat-

ion system, and will send and receive th-

e patient basic information, medical car-

e records and image information.

④ This system should work with the remote



diagnostic image reading and reporting

service provider who Fukushima Rosai Ho-

spital entrusts.

⑤ This system should inherit the existing

consultation image information and repo-

rting data, and will continue to browse

and use.

⑥ This system must be based on the latest

technology to support hospital business

and medical services. And the operabili-

ty and response time must be appropriate

for the actual medical care.

⑦ The part of this system which is indis-

pensable for the hospital business must

be operated automatically for 24 hours a

day, even if it is unmanned, and always

operated safely and easily, Also it sho-

uld take enough measures to cope with t-

he system failure and information secur-

ity.

⑧ This system should have highly scalable

specification that is possible to use c-

ontinuously even if the vendor of hospi-

tal information system change in future.

（5）Time-limit for the submission of the re-

quested material: 3:00 PM, December 2016

（6）Contact point for the notice: Takeo Kat-

ou Procurement Section, Accounting Divi-

sion, Fukushima Rosai Hospital 3 Numaji-

ri Tudura-machi Uchigo Iwakishi Fukushi-

ma-ken 973-8403 Japan TEL 0246-26-1111.


