
一般競争入札に関する公告 

 

令和 5年 3月 30日（木曜日） 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                            社会福祉法人恩賜

財団済生会支部福岡県済生会 

                           支部長  大 森  徹 

 

1. 競争入札に付する事項 

（１）件名 

   福岡県済生会八幡総合病院 新病院 核医学画像診断装置（RI）一式 

    ※詳細は別添「仕様書」を確認。 

（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（新病院） 

（北九州市八幡西区大字則松地内） 

（３）納期 

令和 6年 10月末日 

新病院建設工事の遅延等より、上記日程までに納入設置が困難な場合は、別途受注者と 

協議の上、納入期限を設定する。 

（４）入札方法 

   一般競争入札（最低価格落札方式） 

 

2. 入札参加者資格について 

  入札に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とする。 

（１）一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域の競争入札参加資格を

有すること。 

（２）福岡県内に本社・支社又は事業所を有すること。 

 （３）過去 3年（令和 2年 2月～令和 5年 1月）の間に、病床数 300床以上の公立病院又は公的病

院（済生会を含む）において入札対象品目（同種）の調達に係る契約の履行実績があること。 

（４）直近 3年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。 

（５）次に揚げる競争入札に参加することができない者のいずれにも該当しないこと。 

   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 次の各号のいずれか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 競争入札又はせり売りにおいて、その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 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者 

   エ 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 

   オ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 

   カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

   キ 前各号のいずれか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次の各号のいずれかに該当する者 

   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。）が暴力団員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「暴力団員」という。）と認められる者 

   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 

 

3. 入札手続き等 

（１）入札担当部署 

   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： 管財課  日高、竹下 

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

            E-mail： takeshita@yahata.saiseikai.or.jp 

 

 

 



（２）入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所 

   ①期間 ： 令和 5年 3月 30日（木）から令和 5年 4月 12日（水）の 9時から 17時まで 

（土曜、日曜、祝祭日を除く）  

   ②場所 ： 3（１）の入札担当部署に同じ。 

     ※交付希望者は予め上記 3（１）の入札担当部署に連絡の上、来院のこと。 

（３）入札説明： 随時 3（１）の入札担当部署にて行う。  

 

（４）一般競争入札参加資格申請書の提出期限 

  （２）①の期間に同じ。  

 

（５）入札参加資格審査の結果 

   申請者に入札参加資格の有無を電子メール又は郵送にて通知。 

 

（６）入札の日時及び場所 

   ①日時 ： 令和 5年 4月 17日（月） 14時 

   ②場所 ： 済生会八幡総合病院 事務棟 1階会議室 

   ③方法 ： 詳細は一般競争入札説明書による。    

         入札書は持参に限る。（郵送、電子メールによる提出は認めない。） 

     ※入札書に記入する金額は、消費税等を含まない金額とする。 

     ※入札に参加できる者は、申請者又は委任状に記された代理人に限る。 

 

4. その他 

（１）入札の無効 

    本公告に示した競争入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載を 

した者の行っ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。 

（２）落札者の決定方法 

    予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

落札者がないときは、直ちに再度、入札を行う。再度の入札は、2回を限度とする。 

再度の入札の結果、落札者がない場合は、最低価格入札者との随意契約に移行する。 

 

（３）契約書作成の要否・・・ 要 

  

以上 

                        



■新病院　核医学画像診断装置（RI）一式　仕様書

No No

1

1-1

1-1-1 検出器を2個装備すること。

1-1-2 検出器の回転速度が、0.1～3.0RPM以上の範囲で回転できること。

1-1-3 検出器の相対角度は、対向180度、直角90度が選択可能であること。

1-1-4 検出器の有効視野は530mm×380mm以上であること。

1-1-5 検出器の最大開口径（LEHRまたはLEHRS装着時）が71cm以上であること。

1-1-6 シンチレータの厚さは9.5mm以下であること。

1-1-7 光電子増倍管の本数は1つの検出器につき59本以上であること。

1-1-8 検出器の回転角度が、540度以上回転できること。

1-1-9 総合感度(LEHRまたはLEHRS装着時)が90cps/MBq以上であること。

1-1-10
患者位置決めモニタはタッチパネル式またはコントローラー式で２検出器同時表示ができ、積算画像を10段階以上で変

更できること、またはリフレッシュ無しに無限長の積算画像を表示できること。

1-1-11 ハンドコントローラおよび緊急停止ボタンをガントリに備えること。

1-2

1-2-1 寝台の最低高さは59cm以下であること。

1-2-2 寝台の最大荷重は220kg以上であること。

1-2-3
ストレッチャ－や車椅子による撮影を行う場合に、寝台上部を回転できること。もしくは、扇状に天板を退避できるこ

と。

1-2-4 頭部SPECT用のヘッドレストを有すること。

1-2-5 心筋SPECT用のアームレストを有すること。

1-2-6 患者固定用に寝台に脱着可能なボディーラップまたはアームレストを有すること。

1-2-7 天板の厚さは16mm以下であること。

1-2-8 天板のガンマ線(Tc-99m)の吸収率は10%以下であること。

1-3

1-3-1
総合空間分解能が7.5mm以下の低エネルギ高分解能(LEHR)コリメータまたは、を低エネルギー高分解能高感度

(LEHRS)コリメータ２個有すること。

1-3-2 低中エネルギ汎用(LMEGP)コリメータ、または拡張低エネルギー(ELEGP)コリメータを２個有すること。

1-3-3 Ga-67による総合感度が65cps/MBq以上の中エネルギ(MEもしくはMEGP)コリメータを２個有すること。

1-3-4
コリメータ交換台車は、70㎏以下であること。または、安全かつ迅速なコリメータ交換のため、交換台車を１往復かつ

寝台移動不要な構造を有するコリメータ交換が可能であること。

1-3-5 コリメータにはタッチセンサを有し、接触して一時停止しても撮影を再開できること。

1-3-6 コリメーター交換は、寝台の移動が不要であること。もしくは、寝台を扇状に退避させる機構であること。

1-4

1-4-1 メインメモリは4GB以上であること。

1-4-2 磁気ディスク容量は500GB以上であること。

1-4-3 19インチ以上のカラー液晶モニター2個以上を有すること。

1-4-4 エラーメッセージ、ヘルプメニュー等は日本語表示もしくは英語表示の選択ができること。

1-4-5 データ収集終了後、終了を知らせるアラームを鳴らせること。

1-4-6 DVD-RWドライブを有すること。

1-4-7 DICOM 3.0に準拠した、MWM, Storage, Query/Retrieve, 機能を有すること。

1-5

装置に関する評価

検出器、ガントリ部については、以下の要件を満たすこと。

寝台については、以下の要件を満たすこと。

コリメータについては、以下の要件を満たすこと。

オペレーションコンソールについては、以下の要件を満たすこと。

データ収集機能については、以下の要件を満たすこと。



■新病院　核医学画像診断装置（RI）一式　仕様書

No No

1-5-1 スタティック収集機能を有し、1024×1024以上のマトリクスでの収集が可能であること。

1-5-2 赤外線近接を用いたホールボディ収集機能を有し、30cm/min以上の収集が可能であること。

1-5-3
機能評価目的のダイナミック収集機能中もしくは、収集後に、診断目的の512マトリクス高分解能スタティック収集も

しくは再構成が行えること。

1-5-4
心電図同期プラナー収集、または心電図同期SPECT収集機能を有し、検査中の心拍数ヒストグラムを生データ内に保存

が可能であること。

1-5-5 検出器相対角を90度にした赤外線近接による心筋SPECT収集機能を有すること。

1-5-6 赤外線近接を用いた全身SPECT収集機能を有すること。

1-5-7 ダイナミックSPECT収集機能を有し、360度データを30秒以下での収集が可能であること。

1-5-8 散乱線補正用の収集エネルギウィンドウ設定機能を有し、メインピークに対する百分率設定が可能であること。

1-6

1-6-1 3次元機能を表示有すること。

1-6-2 MIP処理機能を有すること。

1-6-3 FBP、OSEMを用いた画像再構成機能を有すること。

1-6-4 散乱補正を組み込んだOSEM画像再構成機能を有すること。

1-6-5 減弱補正機能を有すること。

1-6-6

心筋SPECT検査の時間短縮を行う為に、コリメータ透過・散乱補正（応答関数補正）を組み合わせた心臓用分解能補正

付き最大事後確率-期待値最大化画像再構成法 を備えること。または２検出器が独立して赤外線自動近接する構造を備

えること。

1-6-7 体動補正機能を有すること。

1-6-8 アノテーション表示機能を有すること。

1-6-9 脳血流解析（持続動脈採血法、NIMS法、ARG法、PatlakPlot法）機能を有すること。

1-6-10 唾液腺解析（複数のROIを用いたTAC解析）機能を有すること。

1-6-11 甲状腺摂取率の算出ができること。

1-6-12 副甲状腺のサブトラクション機能を有すること。

1-6-13 心プール、およびファーストパス解析機能を有すること。

1-6-14
Tl 心筋血流SPECTの健常者データベースおよびWashout解析機能を有する薬剤メーカのソフトウェアを使用できる環境

を有すること。

1-6-15
1-6-19および1-6-20の機能を有するCedars QGS・QPS・QBS(ver2017以上)の心臓解析機能を有すること。または薬機

認証されたコンソールにて同パッケージを搭載すること。

1-6-16 Cedars QGSによる3D心筋動画像のDICOM形式での保存ができ、サーバーに保管できること。

1-6-17 非線形アルゴリズムを用いた心電図同期画像の加算処理機能を有すること。

1-6-18 Cedars Plus Packで、心電図同期心筋血流SPECT検査において、局所壁運動の位相解析機能を有すること。

1-6-19 Cedars QPSで、一過性虚血性内腔拡大(TID）を算出する機能を有すること。

1-6-20 I-123 MIBGの心縦隔比解析ソフトを有し、Washout機能を有すること。

1-6-21 肺血流・換気解析機能を有すること。

1-6-22 肝解析機能を有すること。

1-6-23 腎解析機能を有すること。

1-6-24

Pixon法を用いたホールボディおよびスタティック画像に対するコントラスト分解能改善機能を有し、収集後に当該機

能のOn/Offを選択できること。もしくは、Projection とBack-Projection の処理中に対応するCDRF(応答関数)と

Projection Rayをコンボリューションすること

によりCDR (コリメータ-検出器応答 )を高速に補正できること。

1-6-25 汎用DICOM ビューワ上でシネ表示可能なホールボディSPECTのMIP作成機能を有すること。

1-6-26
PDRファーマ社､日本メジフィジックス社、モレキュラ－イメージングラボ社の核医学解析ソフトウェアに使用できる

形式でデータ転送が可能であること｡

データ解析機能については、以下の要件を満たすこと。



■新病院　核医学画像診断装置（RI）一式　仕様書

No No

1-7

1-7ｰ1

脳神経系・・脳血流シンチグラフィー（99mTc-ECD負荷あり、なし／123I-IMP非採血1日法　安静時ACZ負荷あり,ACZ

負荷検査、負荷なし検査）、DaT Scan（123I)、脳槽・脊髄腔シンチグラフィー(111In_DTPA),脳血流定量測定（パト

ラックプロット法、GraphPlot法、IMP-Graph Plot法、IMP_RAMDA法、）、統計画像解析ソフト(IMP_RAMDA,３D-

SSP、eZIS,DaTView、)

1-7ｰ2
内分泌系・・甲状腺シンチグラフィー（99ｍＴｃＯ４イメージング、123Iイメージング）、甲状腺摂取率検査、副甲状腺

シンチグラフィー（99ｍTc-MIBI）、副腎皮質・髄質シンチグラフィー（ 131Iアドステロール、123IミオMIBG）

1-7ｰ3 呼吸器系・・肺血流シンチグラフィー(99m_MAA)

1-7ｰ4

循環器系・・心筋血流シンチグラフィー（心筋シンチ負荷/安静１日法99mTc_MIBI）心電図同期心筋シンチグラフィー

（心筋シンチ負荷/安静１日法99mTc_MIBI）、画像解析ソフト（cardioREPO ）,心筋脂肪酸代謝2核種同時収集シンチ

グラフィー（123I_BMIPP、201TICI)、画像解析ソフト（smartMIBG）、心筋交感神経機能シンチグラフィー（123Iミ

オMIBG）

1-7ｰ5 消化器系・・腹部シンチグラフィー（メッケル憩室、99mTcO4_）、消化管出血イメージング（99ｍTc_HAS_D)

1-7ｰ6 泌尿器系・・腎動態シンチグラフィー・レノグラム（99mTc_MAG3)レノグラム曲線の定量解析、

1-7ｰ7 骨系・・骨シンチグラフィー（99mTc_MDP,99mTc_HMDP)

1-7ｰ8 腫瘍系・・炎症・腫瘍シンチグラフィー(67Ga_citrate)

1-7ｰ9 リンパ系・・センチネルリンパ節シンチグラフィー（99mTc_HAS_D)

2

2-1

2-1-1 フラッドファントムを備えること。もしくは機器調整用のファントムを備えること。

2-1-2 SPECTファントムを備えること。もしくは機器調整用のファントムを備えること。

2-1-3 心電同期用ECGモニタを備えること。

2-1-4 温湿度計を備えること。

2-1-5 除湿機を備えること。

2-1-6 デスクセット・椅子各2台有すること。

2-1-7 踏み台を1台有すること。

2-1-8 冷凍冷蔵庫(130L程度/2ドア以上)を1台用意すること。

2-1-9 防護板を1枚有すること。

2-1-10 足用枕（三角形）を付属させること

2-2

2-2-1 本院採用の放射線情報システム端末1台増設し、接続すること。

2-2-2 ワークステーション(富士/VINCENT)の接続・費用を含めること。

2-2-3 薬剤発注用デスクトップPCを1台有すること。

2-2-4 プリンターを1台有すること。

3 その他

3-1

3-1-1 導入時する調達物品は、導入時の最新バージョンにて導入すること

3-1-2 当院に提出した構成表一覧から著しく逸脱した内容で納入しないこと。

3-2 RI装置の保守・メンテナンス体制は以下の要件を満たすこと。

その他の機能等は、以下の機能を有すること。

以下の撮像法等が実施でき、画像解析ソフト等を使用して、正確な検査結果が表示できること。

周辺機器に関する評価

周辺機器については、以下の要件を満たすこと。

ネットワークについては、以下の要件を満たすこと。



■新病院　核医学画像診断装置（RI）一式　仕様書

No No

3-2-1
納入業者の負担により、電話回線若しくはインターネット回線を設置し、オンラインでの保守管理（マシンログの保存

等を含め）が２４時間可能なリモートメンテナンス体制を整備すること。

3-2-2 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。

3-2-3 故障時はメンテナンス依頼より、遅くとも3～4時間以内に担当者が到着して処置にあたることが出来ること。

3-3

3-3-1 日本語の操作マニュアルを1部付属すること。

3-3-2 器物の取扱いに注意し、事故又は過失等により損傷した場合はそれを補償すること

3-3-3 物品設置の際に点検・調整及び試験運転を行い、担当者に十分説明の上、引き渡すこと。

3-3-4 設置場所は、当院が指定した場所に設置すること。

3-3-5
調達物品の搬入(新病院養生費用含む)及び仕様を満たした据付、配線、調整等の工事について落札業者の負担にて行う

こと。

3-3-6
調達物品の設置にあたっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気 (分電盤) 容量、建築基準法、消防法等関連法規

に抵触しないように予め確認すること。また、関係諸官庁との協議を当院と協力して行うこと。

3-3-7 納入期限内に当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が可能であること

3-3-8 調達物品のシステム、規格、寸法等の仕様書および配置計画図を提出すること。

3-3-9 調達物品の納入前に、設置等にかかる日程表等を提出すること。

3-3-10
納入期限前までに、当院の指示に基づき、当院の職員立会による稼働テストを実施すること。

また、新病院開院後の安定稼働のための支援を行うこと。

3-3-11 納入検収後1年間は無償保障期間とし、調達物品安定稼働の為の点検を実施すること。

3-3-12
調達物品に必要な工事等を行うこと。本調達に含める工事費用についての詳細は別紙『工事区分表』のメーカー工事を

確認すること。

3-3-13
調達物品の設置・廃止・使用等に際し、諸官庁に提出が必要な各種申請書類の作成業務及びそれに関する費用は本調達

に含むこと。(提出は当院で行う)

3-3-14
本仕様書に掲げる調達物品について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、納入物品明細（メーカー名・型

番・シリアル番号・耐用年数等）をExcelデータで提出すること。

7-4

7-4-1 DICOM3.0形式でCD-Rへ画像記録可能であること。

7-4-2 DVD-Rへの画像記録可能であること。

7-4-3

システムは、DICOM Storage（Storage SCU）、DICOM Storage Commitment（Storage Commitment SCU） 、

DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Step、DICOM RDSRに対応してい

ること。

7-4-4 X線照射に連動して自動録画が可能な録画端末を有すること。

8-1

8-1-1 福岡県内にサービスセンターを有し、迅速なアフター対応が可能であること。

8-1-2 導入時する調達物品は、導入時の最新バージョンにて導入すること

8-1-3
納入業者の負担により、電話回線若しくはインターネット回線を設置し、オンラインでの保守管理（マシンログの保存

等を含め）が２４時間可能なリモートメンテナンス体制を整備すること。

8-1-4 HOR用RIS端末は、当院にて設置する。PSP㈱との接続費用は、メーカー負担とする。

8-1-5
当院のRIS・PACSに接続し、本体装置ならびにワークステーションに対し必要に応じておこなうこと。例　本体MWM

×1・storage×1・QR×1　ワークステーション　storage×1

8-1-6
ハイブリッド手術室内のメインモニターのクローンモニターを操作室に配置すること。ライブ画像は、放射線科読影室

に表示されること。

8-1-7 構成内容に関しては提出されている構成表一覧に基づいたものであること。

8-1-8 天吊り式防護板を用意すること。

その他

画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関して以下の要件を満たしていること。

その他機器関係以外については以下の条件を満たすこと



■新病院　核医学画像診断装置（RI）一式　仕様書

No No

8-1-9 インジェクターを用意すること。

8-2

8-2-1 日本語の操作マニュアルを1部付属すること。

8-2-2
器物の取扱いに注意し、事故又は過失等により損傷した場合はそれを補償すること

設置作業は、器物の取扱いに注意し、事故又は過失等により損傷した場合はそれを補償すること。

8-2-3 物品設置の際に点検・調整及び試験運転を行い、担当者に十分説明の上、引き渡すこと。

8-2-4 設置場所は、当院が指定した場所に設置すること。

8-2-5
調達物品の搬入(新病院養生費用含む)及び仕様を満たした据付、配線、調整等の工事について落札業者の負担にて行う

こと。

8-2-6
調達物品の設置にあたっては、当院の設置条件に照らし合わせて、電気 (分電盤) 容量、建築基準法、消防法等関連法規

に抵触しないように予め確認すること。また、関係諸官庁との協議を当院と協力して行うこと。

8-2-7 納入期限内に当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が可能であること

8-2-8 調達物品のシステム、規格、寸法等の仕様書および配置計画図を提出すること。

8-2-9 調達物品の納入前に、設置等にかかる日程表等を提出すること。

8-2-10
納入期限前までに、当院の指示に基づき、当院の職員立会による稼働テストを実施すること。

また、新病院開院後の安定稼働のための支援を行うこと。

8-2-11 納入検収後1年間は無償保証期間とし、調達物品安定稼働の為の点検を実施すること。

8-2-12
調達物品に必要な工事等を行うこと。本調達に含める工事費用についての詳細は別紙『工事区分表』のメーカー工事を

確認すること。

8-2-13
調達物品の設置・廃止・使用等に際し、諸官庁に提出が必要な各種申請書類の作成業務及びそれに関する費用は本調達

に含むこと。(提出は当院で行う)

8-2-14
本仕様書に掲げる調達物品について、当院の指定する時期に、当院の定める形式にて、納入物品明細（メーカー名・型

番・シリアル番号・耐用年数等）をExcelデータで提出すること。

8-2-15 手術室内に、簡易的なオーディオシステム（CD再生）を準備すること。

その他機器関係以外については以下の条件を満たすこと



お客様 ﾒｰｶｰ 建築 電気 空調 衛生

1 【全室】

2 全室　間仕切り ○ ○ 壁間仕切り（RC/LGS/ALC等）工事一式

3 床耐荷重対策 ○ ○ 装置設置部分と搬入経路他

4 装置搬入口の確保 ○ ○ 本体:W=950 H=2100を確保

5 装置搬入時の仮設養生 ○ ○ 外部簡易ステージ、搬入経路の床壁養生まで

6 【撮影室】※操作室と同室

7 撮影室　X線防護 ○ ○ 装置の使用条件や建物の構造等により異なる

8 ケーブル通線用埋設配管 ○ ○

9 配線用化粧カバー （○） （○） 必要あれば

10 内装仕上げ(床・壁・天井) ○ ○ 耐動荷重用長尺シート，（参考）塗装仕上げ等、天井点検口

11 【操作室】※撮影室と同室

12 内装仕上げ(床・壁・天井) ○ ○ （参考）長尺シート・クロス・塗装・岩綿吸音板等

建築関係工事区分表　　［○：該当工事区分　－：除外項目 　△：要応談］

工事項目
費用区分

工事仕様お客様
ﾒｰｶｰ その他

施工区分

(1 / 4)Restricted



お客様 ﾒｰｶｰ 建築 電気 空調 衛生

1 装置電源・接地(50/60Hｚ) ○ ○※ 単相　200～240V 

2 一次側手元開閉器盤 ○ ○ 開閉器止め(装置用手元盤へ直接入線の場合は不要)

3 弊社電源盤 ○ ○ 自立型または壁掛け型

4 周辺装置用　電源・接地 ○ ○ 単相100V コンセント（3P)供給 ※お客様へご確認下さい

5 空調機用電源　撮影室・操作室 ○ ○ 一般動力電源(三相200V) D種接地

6 電気工事(撮影室・操作室) ○ ○ 照明、コンセント、火災報知機他

7 装置用空配管 ○ ○ PF22,壁BOX(カバープレート)止め

8 リモート用空配管またはLAN配線 ○ ○ 回線仕様：光回線　操作室～PD盤　詳細は別途打ち合わせ

9 除湿器用コンセント ○ ○ 100V 15A(稼働電流8A)単独1回路  コンセントE付

10 漏洩線量監視モニター等 ○ ○ ＲＩ施設管理に伴う電気工事一式　※仕様はお客様へご確認ください

11 ネットワーク通配線 ○ ○ ネットワークケーブルの通配線/詳細は別途打ち合わせ

12 高調波対策 ○ ○

※電気工事：1φ2W 210V

工事項目
費用区分

工事仕様お客様
ﾒｰｶｰ

施工区分

その他

電気関係工事区分表　　［○：該当工事区分　－：除外項目］

(2 / 4)Restricted



お客様 ﾒｰｶｰ 建築 電気 空調 衛生

1 空調　撮影室(24H運転)、操作室 ○ ○※ 単独空調または同等環境が必要/撮影室は24時間運転必須

2 空調機 基礎 ○ ○ 室外機基礎

3 医療ｶﾞｽ ○ ○ 仕様についてはお客様と別途打ち合わせください

4 除湿機 ○ ○ 納入除湿器：除湿能力2.2L/H　1φ-100V 0.8kW

5 除湿機用排水 ○ ○ 50A洗濯機用排水ﾄﾗｯﾌﾟ

6 RI排気･排水処理 ○ ○ ○ 仕様についてはお客様と別途打ち合わせください

※空調工事：空調エアコンは冷暖切替えマルチ型で単独・冷暖フリーではない

設備関係［空調・衛生］工事区分表　　［○：該当工事区分　－：除外項目］

工事項目
費用区分

工事仕様お客様
ﾒｰｶｰ

施工区分

その他

(3 / 4)Restricted



お客様 ﾒｰｶｰ 建築 電気 空調 衛生

1 関連法令諸届け ○ 届け出

2 上記に必要な書式資料の作成 ○ 遮蔽計算書の作成/漏洩線量測定/関係書類作成補助

関係諸届出区分表　　［○：該当工事区分　－：除外項目 　△：要応談］

工事項目
費用区分

施工区分

工事仕様お客様
ﾒｰｶｰ その他

(4 / 4)Restricted


