
一般競争入札公告 

 

次のとおり、一般競争入札に付します。 

平成 29 年 2 月 20 日（月曜日） 

社会福祉法人  

恩賜

財団  済生会支部 

福岡県済生会八幡総合病院 

院長 北 村 昌 之 

 

1. 一般競争入札に付する事項 

（1） 入札対象品名及び数量 

品 名 数 量 品質・規格等 

全自動血液凝固分析装置：sysmex CS-2500 

多項目自動血球分析装置：sysmex XN-1000 

1台 

1台 

別添「仕様書」参照 

別添「仕様書」参照 

（2） 納品場所 

社会福祉法人 

恩賜

財団 済生会支部 福岡県済生会八幡総合病院 3F 中央検査室 

（3） 納期 

平成 29年 3月下旬を希望（落札者と相談） 

 

2. 参加者資格について 

入札に参加できる方は、以下の条件を満たす者となる。 

（1） 福岡県の建設工事、測量、建設コンサルタント等及び委託、役務並びに物品調達に関する入札

参加登録資格を得ている者又は厚生労働省競争参加資格（全省庁参加資格）「物品の製造」又

は「物品の販売」の資格の認定を得ている者であること。 

（2） 入札の対象が医療用具である場合は、薬事法に基づく医療用具の販売業の届出をしているこ

とを証明した者であること。 

（3） 次に揚げる競争入札に参加することができない者に該当しないこと。 

① 当該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 

② 次の各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者 

ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 



エ 監督又は検査の実施にあたり、職員もしくは職員が委任した者の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 

カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

キ 前各号の一に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり代理

人、支配人その他の使用人として使用した者 

③ 次の各号の一に該当する者 

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団による不当な行為の防止等

に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。）第 2条第 6号に規

定する暴力団員（以下暴力団という。）と認められる物。 

イ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められる者。 

ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与

える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的、

若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

ると認められる者。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

者。 

④ 上記①、②、③のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者 

（4） 購入物品にかかる迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを     

証明した者であること。 

 

3. 入札書の提出先等 

（1） 入札書の提出先 

① 所在地 ： 〒805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目 9 番 27号 

② 施設名 ： 社会福祉法人 

恩賜

財団 済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 

③ 担当部署 ： 経理課管財係 日髙・坂井 

  TEL 093-662-5211 FAX 093-671-2338 

（2） 入札説明書の配布 

① 期間 ： 平成 29年 3月 14日（火曜日）17時まで 

② 場所 ： 3（1）に同じ。 

 



（3） 入札及び開札 

① 日時 ： 平成 29年 3月 15日（水曜日） 14時 30分から 

② 場所 ： 福岡県済生会八幡総合病院 事務棟 3階 会議室 

③ 提出方法 ： 上記日時、場所に持参により提出するものとする。 

 

4. その他 

（1） 入札保証金 … 免除とする。 

（2） 契約履行保証 … 免除とする。 

（3） 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の

した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（4） 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 

（5） 契約書作成の要否 … 要 

（6） 関連情報を入手するための照会窓口 … 上記 3（1）に同じ。 

（7） 指名競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により、

契約の履行がなされない恐れがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を

取り消すことがある。 

 

以上、 

  



仕 様 書 

 

 sysmex 全自動血液凝固分析装置 CS-2500 

 
全自動血液凝固分析装置は、以下の要件を満たすこと。 

（性能、機能に関する要件） 

1. 全自動血液凝固分析装置は、本体測定部と解析パソコンにより構成されること。 

2. 検査項目に応じた測定法を自動選択し、分析する機能を有すること。 

3. PT，APTT，Fbg，TTO,HPT,因子定量などの凝固項目が測定できること 

4. ATⅢ，FDP，DD等の合成基質項目・免疫比濁項目が測定できること 

5. 凝固法の検出方式は、透過光検出方式もしくは散乱光検出方式であること。 

6. 10本ラックで 50検体以上検体が架設できること。 

7. 運用業務効率化のため、検体ラックは多項目自動血球分析装置と同じラックが使用できること。 

8. 使用するキュベットは、1本単位のディスポーサブルタイプであること。 

9. 緊急検体の割り込み測定が可能であること。 

10. 同時測定項目数は、最大 20項目以上であること。 

11. 処理能力は、160テスト／時間以上であること。 

12. サンプリング方式は、採血管を開栓しないキャップピアス方式で測定可能であること。 

13. 試薬バーコード管理機能を有すること。 

14. 試薬保冷機能を有し、温度は 12℃以下に保冷されること。 

15. ホストコンピュータからの依頼情報に基づくリアルタイムランダムディスクリート測定が可能であること。 

16. 操作オペレーションに関わる表示言語は日本語対応であること。 

17. 記憶検体数は 10,000検体以上であること。 

18. 検体の乳び等のチェック機能を有していること。 

（性能、機能以外の要件） 

19. 装置本体は幅 900mm×奥行き 900mm以下、重量 150kg以下であること。 

20. 排液は排水溝に直接流す事が可能で、排液ボトルの設置が不要であること。 

21. 機器および試薬等製品の全般の問い合せ集中受付体制が確立されており、迅速に電話受付が可能

であること。 

22. 故障発生時のサービス体制は、同一メーカーサービス部門にて対応可能であること。 

 

済生会八幡総合病院 

  



仕 様 書 

 

 sysmex 多項目自動血球分析装置 ＸＮ－1000 

 
多項目自動血球分析装置は、以下の要件を満たすこと。 

（性能、機能に関する要件） 

1. 全血測定において、血球計数 8 項目（WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT）及び、

白血球分類 10 項目（NEUT%、LYMPH%、MONO%、EO%、BASO%、NEUT#、LYMPH#、MONO#、

EO#、BASO#）、有核赤血球 2 項目（NRBC%、NRBC#）、網赤血球 2 項目（RET%、RET#）、解析項

目 11 項目（RDW-SD、RDW-CV、PDW、MPV、P-LCR、PCT、IRF、LFR、MFR、HFR)の同時測定機

能を有すること。 

2. 白血球分類測定方法として，レーザーを使用し染色法にて行っていること。 

3. レーザーは半導体レーザーであること。 

4. 赤芽球は、％と実数を測定する機能を有すること。 

5. 白血球数については、赤芽球が出現したときは白血球数から自動的に赤芽球数を引くことで自動補

正した数値を出す機能を有すること。 

6. 検体毎にオーダの組み合わせでランダムに測定し、必要な検査項目の試薬のみを使用すること。 

7. 低値白血球測定精度向上のため、低値白血球測定モードを有すること。 

8. HGBの測定については、シアンを含まない方法であること。 

9. 低値血小板測定精度向上のため、血小板を染色する機能を有し、幼弱血小板比率（IPF）が測定でき

る機能を有すること。 

10. 処理能力は血球計数＋白血球分類で 1台あたり 100検体／時間以上であること。 

11. 検体の吸引はキャップピアッシングであること。 

12. 吸引血液量は、サンプラー方式（自動転倒混和）、マニュアル方式ともに 100μL以下であること。 

13. キャピラリーモード測定で検体量は 70μL以下であること。 

14. 操作部は、日本語表示で分析装置に障害が発生した場合にも日本語にて、その内容を表示する機

能を有していること。 

15. モニターにて試薬残量を視覚的に確認することが出来ること。 

16. 染色液はカートリッジタイプを採用していること。また、RFIDタグ付で残テスト数、使用期限などの試薬

情報の管理できる機能を有すること。 

17. 測定データは 100,000件以上、精度管理ファイルは 90ファイル以上記憶可能であること。 

18. 全国規模の外部精度管理に毎日対応できるシステムを有していること。（オンライン QC対応） 

19. 既存検査部門システムとオンライン接続すること。 

 

済生会八幡総合病院 


