
 

 

回答書 

質問 1 配布された診療在庫データに「コピー用紙」等が記載されておりますが、SPD システム管理対象

品でしょうか。 

回答 管理対象となります。 

 

質問 2 診療在庫データの商品詳細などに関する質問では別途もよろしいでしょうか。 

回答 質問書受付期間中は質問書でご質問をお願いします。質問書受付期間終了後については、可能な限

り対応いたします。 

 

質問 3 審査結果の項目毎評価点は他社含め開示していただけるのでしょうか。 

回答 審査結果（評価点を含む）については各社に通知いたします。当院ホームページにて最優秀提案事

業者を掲載いたします。 

 

質問 4 棚は既存品もしくは貴院調達品を使用させていただけるのでしょうか。 

回答 現時点で SPD 納品時に利用する棚については全て病院資産となっております。それらの備品につ

いては使用可能です。不足分については提案者側にて準備頂くことになります。 

 

質問 5 「コストマネージメントシステム」とは具体的にどのようなシステムでしょうか（要求水準書

4.6） 

回答 当院の「コストマネジメントシステム」の定義は診療材料等の物流及び情報を一元管理し、院内在

庫の適正化、購買単価の軽減、診療材料の使用情報の蓄積と経営分析への活用、診療部門等における材料

管理に要する業務量の軽減及び診療報酬請求への確実な反映を図ることを目的とするもの、となります。 

 

質問 6 「通常業務 毎日」は土日祝日も含みますでしょうか（要求水準書 6.1.1） 



 

 

回答 含みません。担当者の院内常駐は月曜から金曜の 8:30～17:15 となります。上記以外の時間と

年末年始等、⾧期の休暇時は、緊急時の診療材料等の納入要請にも対応できるようにオンコール体制をと

るものとご理解ください。 

 

質問 7 「状況調査を行い、現行の業務を十分に把握し、効率的な移行及び運用開始に努めるものとす

る」は現行業者の協力が不十分な場合、貴院より指導していただけるのでしょうか。（要求水準書 7） 

回答 調整が必要と判断された場合、実施いたします。 

 

質問 8 SPD 通常業務の「導入準備業務」とはどのような内容でしょうか。（要求水準書 8.2.4） 

回答 契約開始日において SPD 業務を支障なく開始するための業務とご理解ください。 

 

質問 9 現行の SPD 通常業務で使用されている SPD 室はそのまま使用することは可能でしょうか。 

回答 可能です。 

 

質問 10 「使用日は実際、消費された日付を管理すること」はカード回収日の前日を登録することでよ

ろしいでしょうか。（要求水準書 8.5.1） 

回答 カードを読み込んだ日を消費日として運用していただきます。 

 

質問 11 「発注」は消費という認識でよろしいでしょうか。（要求水準書 8.5.2） 

回答 お見込のとおりです。 

 

 

質問 12 配送スケジュール（各部署様への配送）は時間帯など制限事項がありますでしょうか。（要求

水準書 8.5.2） 

回答 配送スケジュールは原則平日の８時 30 分から 17 時 15 分の間を想定しております。また各社の倉

庫から当院への搬送についても、上記の時間内にお願いします。 



 

 

 

 

質問 13 SPD 業務は「毎日」とありますが、（弊社倉庫から病院までの）配送スケジュールとは別でよ

ろしいのでしょうか。（要求水準書 8.5.2） 

回答 お見込のとおりです。 

 

 

質問 14 「診療に支障をきたさないこと」の具体的事例があればご提示頂けますでしょうか。（要求水準

書 8.5.5） 

回答 要求水準書 8.5.5 については緊急時の供給体制についての記述となっております。大雨や地震とい

った災害時等にも定数商材について遅滞なく納品できる体制を指しております。 

 

質問 15 「発注」は消費という認識でよろしいでしょうか（要求水準書 8.5.6） 

 

回答 お見込のとおりです。 

 

 

質問 16 8.7.5 「診療材料の単価ベンチマーク情報提供ができること」のベンチマークは弊社内のベン

チマークでよろしいでしょうか」 

回答 お見込のとおりです。 

 

質問 17  “診療材料及び医療用消耗品の購買代理業務を行うもの”とありますが、どのような運用をお考

えでしょうか。弊社は、原則メーカーから直接調達をおこない、貴院に販売をさせていただきます。ま

た、直接調達が不可能な物品を除き、現行の卸業者様からの調達はほとんど行いません。そのため、調達

先の選定は受託者にお任せいただきたいと考えております。この運用は貴院のご要望に沿っておりますで

しょうか。（要求水準書 3.2） 



 

 

回答 要求水準書（3.3）に“手術に係る診療材料卸売業者及び手術等の運用における常駐業者について

は、病院から指定する場合がある。”と記載したとおりとなります。 

 

質問 18 “手術に係る診療材料卸売業者及び手術等の運用における常駐業者については、病院から指定す

る場合がある。”とありますが、どのようなケースを想定されているのか教えていただけないでしょう

か。（要求水準書 3.3) 

回答 従来からの診療を支障なく継続するために病院から指定する場合がございます。 

 

質問 19 “契約が終了した場合の診療材料在庫分(院内、院外を含む病院在庫分)については、SPD 業者が

引き取るものとする。”こちらに記載の SPD 業者とは、現行 SPD 業者、次期 SPD 業者のどちらなのかご

教示お願い致します。（要求水準書 3.6) 

回答 現行 SPD 業者を示します。 

 

質問 20 “使用日は実際、消費された日付を管理すること。”とありますが、弊社では、回収した SPD カ

ードを弊社システムに読み込んだ日を「消費日」として管理いたします。現場で使用された日とは若干の

誤差が発生いたしますが、ご容赦いただけますか。（要求水準書 8.5.1) 

回答 カードを読み込んだ日を消費日とします。 

 

質問 21 “常に、購入単価の軽減を図り、同種同効品の統一や同等品 への切り替えによる購入価格低減の

提案及び移行を行うものとする。”とございますが、他施設においては院内の調整（物品切替への後押

し）やメーカー、ディーラーとの交渉の場への臨席などを当社から施設様へお願いし、価格削減を実行す

るケースが多いです。貴院におかれましても、上記の様な積極的な関与をお願いすることができますでし

ょうか。（要求水準書 8.8.1) 



 

 

回答 関与は可能です。 

 

質問 22 “導入前に各部署の在庫確認を行い、在庫状況や期限切れ情報について報告すること。”とござい

ますが、こちらは、現行 SPD 業者の業務と認識しておりますが、問題ございませんでしょうか。（要求

水準書 8.9.2) 

回答 現行の在庫については現行の SPD 業者様の業務となります。 

 

質問 23 “参加者の提案価格が参考価格(5 年総額:税込 20 億円)を上回った場合”とありますが、上位 500

品目での提案価格(税込)＋5 年間管理料の総額(税込み)>税込 20 億円となってしまった場合と解釈してお

りますが、誤りはございませんでしょうか。（実施要領 4.5.2） 

回答 お見込のとおりです。 

 

質問 24 診療材料価格調書及び個別データの単価お見積書作成・購入単価低減試算にあたり、現状の材

料単価が入った購入実績（診療材料一括調達リスト）をご提示いただく事は可能でしょうか。現行 SPD

業者様は現状の価格情報を保有されており、平等性に欠けると思われます。（実施要領（4.6-②）） 

回答 診療材料単価情報について開示はいたしません。 

 

質問 25 弊社は、原則メーカーから直接調達をおこない、貴院に販売をさせて頂きたいと思っておりま

す。しかし、持込物品は性質上難しいと考えております。現在、いただいている個別データの品目に関し

て、持込区分で運用している物品なのかどうか教えていただくことは可能でしょうか。（個別データに関

して 

回答 持込物品（預託商材）のリスト品目については、ご提供が可能です。 

 

 



 

 

質問 26 差し支えなければ、病院様が直接、診療材料卸売業者と単価契約を結んでいる物品を教えて頂

くことは可能でしょうか。弊社は、原則メーカーから直接調達をおこない、貴院に販売をさせて頂きたい

と思っておりますので、直接調達が可能か否の判断材料の一つとして教えていただけますと幸いです。

（個別データに関して） 

回答 現在のところ、全ての診療材料について病院と現 SPD 業者間で単価契約を締結しております。 

 

質問 27 個別データの単価見積もりに入力する単価は税込表記でよろしかったでしょうか。税抜単価表

記の方がよい場合、価格点のシミュレーションは、総額に対して消費税をかけるのか、それとも物品単価

に対して消費税をかけるのか教えて頂いてもよろしいでしょうか。（個別データについて） 

回答 説明会にて提供しました単価の入力ファイルにおけるバラ単価入力欄については税抜単価をご入力

ください。それらの総計に対して消費税を乗じるようお願いします。 

 

質問 28 個別データにて提出した単価見積が契約単価になるのでしょうか。また、そうだとしたら、上

位 500 品目以外はどのように決定するのか、ご教示お願い致します。（個別データについて） 

回答 プロポーザルに用いる提案価格については、最優秀提案事業者の決定に際して用いますが、最終的

な単価契約については最優秀提案事業者決定後に交渉させていただく予定です。上位 500 品目以外につ

いても、交渉内容に含まれます。 

 

質問 29:弊社より提出いたします質問書において、頂いたご回答によっては、応札が難しい場合がござ

います。つきましては、参加資格確認書を提出した後に、大変心苦しいのですが、頂いたご回答の内容に

より、応札を辞退させていただくことは可能でしょうか。または、該当の質問に関して提出日までに事前

に回答をいただくことは可能でしょうか。（その他） 

回答 参加資格確認提出後の辞退は可能です。 



 

 

 

質問 30 弊社の月額管理費用の試算の為、差し支えなければ、1 か月あたりの平均 SPD カードの読込枚

数、SPD を運用している社員とパートスタッフの人員構成を教えていただけますでしょうか。（その

他） 

回答 現在のところ一ヵ月あたり約１万 2 千枚の SPD カードの読み込みとなっております。また院内常

駐の人員構成は正社員 1 名、パートスタッフ 2 名となっております。 

 

質問 31 現在、SPD 業者ではなく、診療材料卸売業者が直接病院様に預託管理を行っている物品がある

とお伺いしております。これらの物品は、SPD でのカード管理を行っておりますでしょうか。または、

伝票のみ現行 SPD 業者を通して、病院様に請求している形でしょうか。詳細の運用を教えていただけま

すと幸いです。 

回答 預託管理を行っている診療材料についてはカード運用しておりません。また運用ですが、消費した

診療材料に対して紙伝票が発生します。当該伝票が現行 SPD 業者様に渡り、請求が発生いたします。 

 

 

 

 

 


