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。
令和 ２年 ８月 ２７日
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター
院長

小 池

薫

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 26

１

調達内容

(1) 品目分類番号
２２、３１
(2) 導入計画物品及び数量
ハイブリッド手術室用治療装置システム 1 式
(3) 調達方法
購入
(4) 導入予定時期
令和３年８月
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
基本的な要求要件
1) システムは床置き据置型血管撮影装置と据置型手術台で構成されていること
2) 手術台は、血管撮影装置と連動可能であること。また、フラットテーブルトップ
とユニバーサルテーブルトップとが交換可能なカーボン製で、術者の手元で台の
操作が可能であること。
3) 広範囲な可動域を有し、血管内治療から外科治療まで幅広く対応できるルームレイア
ウトを実現できるシステムであること。

4)システムは手術室で求められる高い清浄度を維持する構造であり、感染症を予防する
ための対策がなされていること。
5) 心臓血管・脳血管・脊椎脊髄など全身の診断・治療・手術に対応したシステムで

あり、術中の 2D・3D・4D 撮影が可能な血管撮影システムを有すること。
6) 3D 経食道エコー（TEE）と X 線透視画像がリアルタイムに重ね合わせ可能である

こと。
7) Ｘ線検出器は、フラットパネルディテクタを搭載しており、高画質を得ることが

可能であること。
8) 画像モニター、患者生体モニターを有しており、手術室、操作室に表示モニター
を搭載すること。
9)既存の病院情報管理システム、医用画像情報管理システム（ＰＡＣＳ）等と連携を
行うこと。
10)本件システムのための周辺機器等を装備すること。
11)被爆量低減機能を有すること
12)リモートメンテナンスサービスが可能であり、万が一トラブルが発生した場合、
必要に応じ 365 日のすべての時間帯で迅速な対応による復旧が可能であること。
13)ハイブリッド手術室として認可を得られるようシステム設置及び付帯工事を行
うこと。
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) 資料の提供期限
令和２年１０月１２日１７時００分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提出先
〒６１２－８５５５ 京都府京都市伏見区深草向畑町１－１
国立病院機構 京都医療センター
企画課

業務班長 渋谷

憲

電話 ０７５－６４１－９１６１（内線）８０６１
メールアドレス shibuya.ken.wt@mail.hosp.go.jp
３

導入説明書の交付
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
令和２年８月２７日～令和２年１０月１２日まで
(2) 交付方法
２（2）に示す場所にて直接交付するか、若しくは電子メールにて交付する。電子
メールでの交付を受ける場合は２（2）に示すメールアドレスに調達件名・会社名・
担当者名・連絡先を入力し、参加希望の旨メール送信すること。

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
る事があり得る。

５

Summary

(1) Classification of the products to be procured： 22,31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased：
1 set of hybrid angiography system for operating room
(3) Type of the procurement：Purchase
(4) Basic requirements of the procurement
1) The system must consist of a floor-standing stationary angiography device and a
stationary operating table.
2) The operating table must be able to work with the angiography system. In addition,
the flat table top and universal table top are made of carbon that can be exchanged,
and the operator can operate the table.
3) A system that has a wide range of motion and can realize a room layout that can be
widely applied from endovascular treatment to surgical treatment.
4) The system has a structure that maintains the high degree of cleanliness required
in the operating room, and measures must be taken to prevent infectious diseases.
5) A system that supports diagnosis, treatment, and surgery of the whole body such as
cardiovascular, cerebrovascular, and spinal cord spine, and has an angiography
system that enables intraoperative 2D, 3D, and 4D imaging.
6) Real-time superimposition of 3D transesophageal echo (TEE) and X-ray fluoroscopic
images.
7) The X-ray detector is equipped with a flat panel detector, and high image quality
can be obtained.
8) The system shall have an imaging monitor and patient biometric monitor and shall
be equipped with display monitors in the operating room and operation room.
9) Cooperate with existing hospital information management system, medical image
information management system (PACS), etc.
10) Equip peripheral equipment for this system.
11) Must have a function to reduce exposure dose
12) Remote maintenance service is available, and in case of any trouble, it is possible
to recover by prompt response during all hours of 365 days if necessary.

13) The system must be installed and constructed to obtain approval as a hybrid
operating room
(5)Time-limit for the submission of the requested material：
5:00 P.M 12 October 2020
(6) Contact point for the notice :
Ken Shibuya,
Accounting Division,
National Hospital Organization Kyoto Medical Center,
1-1 Fukakusamukaihata-cho Fushimi-ku, Kyoto-shi Kyoto-fu , 612-8555 Japan.
TEL 075-641-9161 ext.8061

