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件

名

徳島県鳴門病院医事業務等委託契約

地方独立行政法人徳島県鳴門病院
平成２８年１２月１９日

本資料は、地方独立行政法人徳島県鳴門病院が開設する、徳島県鳴門病院における
医事業務等を委託する事業者を公募により選定するため、必要な手続きについて定め
るものである。

１

発注者
地方独立行政法人徳島県鳴門病院
理事長

２

３

犬

伏

秀

之

調達内容
(1)

契約件名 徳島県鳴門病院医事業務等委託 一式

(2)

契約期間 仕様書のとおり

(3)

履行場所 仕様書のとおり

(4)

契約内容 仕様書のとおり

入札参加資格

(1)

地方独立行政法人徳島県鳴門病院会計規程実施規程（以下、「会計規程実施規程」
という。）第７条第１項に規定する入札参加資格者名簿に登載されている者、若し
くは平成28・29・30 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、
「役務の提供等」でA 等級、B 等級又はC 等級のいずれかの等級に格付けされ、四
国地域又は近畿地域の競争参加資格を有する者であること。

(2)

会計規程実施規程第８条の規定に該当しない者であること。

(3)

厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)

この手続きに参加した者が、
徳島県が行う物品の購入又は役務の提供に係る競争入
札に参加出来ない者に該当、または（２）に該当する者となった場合は、審査の対
象とせず、契約の締結を行わないことがある。

(5)

法人等を設立して５年以上継続して同種の事業を運営し、かつ良好な経営を行って
いること。※近年２ケ年の財務諸表を提出すること。
（（１）に該当する者は免除）

(6)

本院と同規模程度の病院において、過去５年間に、３年以上継続して外来及び入院
（ＤＰＣ）会計請求事務を含む医事業務受託の実績を有する者であること。

(7)

徳島県鳴門病院の理念及び基本方針・基本姿勢に則り、忠実に業務を実施できる
もの。

４

入札日程
(1)

案件公表・資料配布： 2016年12月19日(月)

(2)

応募書類の提出期限 ：2016年12月27日(火) 午後５時まで

(3)

質問の提出期限 ：2016年12月28日(水) 午後５時まで

(4)

質問への回答期限 ：2017年1月6日(金)までにＦＡＸにて行う

(5)

入札書類の提出期限 ：2017年1月13日(金) 午後５時まで

(6)

プレゼンテーション・ヒアリング ：2017年1月中旬予定

（開催日時は別途通知）

(7)
５

開札日時 ： 2017年1月中旬予定

入札手順等
(1)

案件公表・資料配布

このプロポーザルに関する情報は、徳島県鳴門病院公式ホームページで公表します。
この契約に関する資料及び入札に参加するために必要な資料は、この入札説明書の７
に規定する部署又は徳島県鳴門病院公式ホームページに掲載してありますので、必要
に応じてダウンロードしてください。
病院公式ホームページURL；http：//naruto-hsp.jp/
《配布資料》
①徳島県鳴門病院医事業務等委託契約入札説明書
②徳島県鳴門病院医事業務等委託仕様書
③（様式１号）入札参加申込書
④（様式２号）誓約書
⑤（様式３号）質問書
⑥（様式４号）提案書
⑦（様式５号）入札書
⑧（様式５号－２）積算内訳書
⑨（様式６号）入札者の会社概要
⑩（様式７号）総合評価に関する書類
⑪（様式８号）医事業務履行実績証明書
⑫（様式９号）配置予定の管理業務責任者の資格及び経験
⑬（様式10号）研修実績報告書
⑭（様式11号）研修実施計画書
(2) 入札参加申請書類の提出期限等
入札に参加しようとする者は，次に掲げるところにより，あらかじめ，入札参加申込
書を提出してください。
① 提出期限 2016年12月27日(火)午後５時まで
持参する場合は，土曜日及び日曜日を除く，午前９時から午後５時までに限る。
② 提出場所 ７に規定する担当部署
③ 提出書類 様式１号、様式２号 及び 参加資格届出の写し
④ 提出方法 持参又は書留による郵便（期限内必着）
⑤ 提出部数 1部
(3)

入札説明会および現場説明会

① 実施日時

希望者には随時実施する

② 申込み先

７に規定する担当部署

③ 実施場所

委託業務の履行部署（医事課）

④ 参加人員

１業者2名までとする

(4)

応募者への通知

2016年12月28日（水） 入札参加申込書を提出した全ての事業者に「入札参加申込書（様

式１号）」に記載されたご担当者へ電子メールにて参加資格審査の結果を通知します。
(5)

質問の受付及び回答

提案等に係る質問がある場合は，次に掲げるところにより，質問用紙を提出してくだ
さい。
① 受付期間 2016年12月19日（月）から2016年12月28日(水)まで
② 提出場所 ７ に規定する担当部署
③ 提出方法 電子メール又 は 様式３号 の用紙を持参
メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名：鳴門病院医事業務委託_質疑＋参加業者名＋送信年月日
例：鳴門病院医事業務委託_質疑_株式会社▲▲▲_20161220
（株式会社▲▲▲が2016年12月20日に質疑書を送信した場合）
④ 回答方法 入札への参加を認めたすべての者に随時電子メールで回答します。
(6)

入札書類の提出期限等

① 提出期限 2017年1月13日(金) 午後５時まで
※持参する場合は，土曜日及び日曜日を除く，午前9時から午後5時までに限る。
② 提出場所 ７に規定する担当あて
④ 提出方法 持参又は書留による郵送（必着）
⑥ 提出期限までに提出がない場合は、辞退したものとみなす。
(7)

提出書類の作成概要

特に指定がある場合を除き、Ａ４版・縦型・横書き・片面印刷・左綴じとし、日本語
で表記すること。文字の大きさは，11ポイント以上とすること。また、提案書及び見
積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるか分かる表示及
び表現は一切しないこと。
契約の段階において、委託契約の仕様書に受託業者が提出した提案書の内容を盛り込
むことがあるので、確実に実現できる範囲で記載すること。
① 正本 １ 部（様式４号～様式 11 号）
② 副本 １０ 部（様式７号）
⑤ 紙媒体で提出した内容を全て保存した CD-ROM を 1 部添付すること。
【正本】１部
様式 11 号
様式４号

【CD-ROM】１部

【副本】10 部
様式７号

６

落札者の決定等
(1) プレゼンテーション及びヒアリング：平成29年１月中旬予定（開催日時は別途通知）
(2) 落札者決定：平成29年１月中旬予定

(3) 審査結果：病院ホ－ムページに掲載するとともに、落札者には文書で通知する。
(4) 落札者の決定方法
「会計規程実施規程」に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内であり、入札説明
書で指定する品質、機能等の要件のうち、必須とした項目について基準を全て満たし
ている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札
者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当
該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著し
く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札し
た他の者のうち、総合評価の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、入札書の見積金額については、履行期間に行う委託業務に要する一切の費用を
含めた額（消費税含む）とすること。
(5) 落札基準
◆ 採点基準項目及び配点表
採

点

基

準

① 会社の受託業務に関する基本方針

70

② 適切なレセプト請求に対する考え方

120

③ 請求漏れ防止等に対する考え方

100

④ 病院職員との協力体制

70

⑤ 診療報酬改定および病院運営に対する企画・提案の実施

30

⑥ 従事者に対する教育体制

70

⑦ 苦情やトラブル解決に対する方針

40

⑧ 従業員確保・定着・就業意欲向上への取組み

70

⑨ 現行受託業者からの引継ぎ及び新規受託業者への引継ぎ体制等

90

⑩ 災害等緊急時の対応と考え

40

⑪ 価格評価（契約期間の見積金額）
合

７

配点

計

その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

300
1000

(2) 入札保証金及び契約保証金
免除
(3) 入札者に要求される事項
この入札に参加を希望する者は、総合評価のために必要な評価関係書類を受領期
限までに提出した上で、入札に参加を希望する者は、封印した入札書を下記（７）
の場所に、受領期限までに提出しなければならない。また、入札に参加を希望す
る者は、入札書の提出時に、別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提
出しなければならない。
さらに、この入札者は、病院担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、
これに応じなければならない。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義
務を履行しなかった者の提出した入札書、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提
出しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入
札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否
要
(6) 本件担当部署及び連絡先
住所：〒772-8503

徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷 32 番

担当：徳島県鳴門病院事務局医事課
ＴＥＬ：088-683-0011（内線 1186）
ＦＡＸ：088-683-1860
E-mail： iji@naruto-hsp.jp

