
 

 

 

 

 

 

 

入札参加募集要項 

 

（件名）令和３年度 東京都地域医療構想推進事業（中小病院支援） 

仰臥位入浴装置一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 明生会 



 この入札要綱は、一般競争入札に参加しようとする者（以下「競争加入者」という）が

熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 

1 競争入札に付する事項 

 別記の通りとする。 

 

2 競争加入者に必要な資格 

（1） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

（2） 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）に

規定する指定暴力団等でないこと。 

（3） 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続

開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき

再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等）

でないこと。 

（4） 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成１８年４月１日付１７

財経総第１５４３号）の規定による指名停止期間中の者でないこと。 

（5） 入札品目について競争価格の対応が可能であること。 

（6） 期日までに納品が可能であること。 

（7） 過去これまでに取引があり、適正な業務遂行を行っており信頼できる業者であ

ること。 

（8） アフターケア体制が十分であること。 

 

3 競争入札参加申請 

 競争入札参加希望者は、別添一般競争入札参加申請書を入札広告に示した日時まで

に契約担当者に直接又は郵送により提出すること。但し、指名業者の場合はこの限り

ではない。 

 尚、「同等品申請書兼承認書」（別紙 2）については、競争入札参加の前に担当の承

認を受け、別記 1 のとおりに提出すること。 

 

4 入札保証金 

 入札保証金は免除する。 

 

5 入札及び開札 

（1） 競争加入者又はその代理人は、仕様書、別記様式の契約書案及び規則を熟知の

上、入札をしなければならない。この場合において、当該仕様書について疑義

（見積に必要な事項に限る。）がある場合は、別添「質疑応答書」を用い、別

記 1 の定めるところにより、関係職員に説明を求めることができる。 



（2） 競争加入者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の競争加入者

の代理人となることができない。 

（3） 入札室には、競争加入者又はその代理人以外の者は入室することができない。

但し、入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人

を認めることがある。 

（4） 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻後においては、入札室に入室する

ことができない。 

（5） 競争加入者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札関係職

員に一般競争入札参加資格認定通知書又は指名競争入札指名通知書（いずれも

写し可）及び身分を確認できるもの並びに代理人をして入札させる場合におい

ては、入札権限に関する委任状を提出すること。 

（6） 競争加入者又はその代理人は、入札執行主務者が特にやむを得ない事情がある

と認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。 

（7） 入札室において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札室から退去さ

せる。 

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るため連合した者 

（8） 競争加入者又はその代理人は、指定の入札書及び委任状（別添）を使用するこ

と。 

（9） 競争加入者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した別添様式によ

る入札書を提出しなければならない。 

ア 供給物品名（件名） 

 令和３年度東京都地域医療構想推進事業（中小病院支援） 

  仰伏位入浴装置一式 

イ 入札金額 

ウ 競争加入者の会社（商店）名、入札者氏名及び押印 

エ 代理人が入札する場合は、競争加入者の会社（商店）名、入札者氏名（代 

●●理人の氏名）及び押印 

（10） 入札書及び入札に係る文書にしようする言語は、日本語に限る。また入札金額

は日本通貨による表示とし、総額（消費税及び地方消費税額込み）で入札する

こと。 

（11） 競争加入者又はその代理人は、入札書を作成し、当該入札書を封書に入れ、且

つ、その封皮に入札の日付、件名、競争加入者の氏名（法人にあっては、その

名称又は商号）を記載し、指名通知書にて示した日時に入札すること。尚、郵

送による入札は認めない。 

（12） 競争加入者又はその代理人の入札金額は、調達物品の本体価格のほか、郵送



費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積

もること。 

（13） 競争加入者又はその代理人は、入札書に使用する印鑑を持参し、再度入札等に

備えること。 

（14） 入札書及び委任状は、ペン又はボールペン（えんぴつは不可）を使用するこ

と。 

（15） 入札・開札日時及び場所は、別記 3 の（2）のとおりとする。 

（16） 競争加入者又はその代理人から提出された書類を本法人の審査基準に照らし、

採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。 

（17） 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正

部分について押印しておくこと。（但し、入札金額の訂正は認めない。） 

（18） 競争加入者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しを

することができない。 

（19） 入札執行主務者は、競争加入者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動を

する等の場合で競争入札を公正に執行できない状態にあると認めたときには、

当該入札を延期し、又は廃止することがある。 

（20） 入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由とし異議を申し立てることは

できない。 

（21） 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において、競争

加入者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない

職員を立ち合わせてこれを行う。 

（22） 開札した場合においては、競争加入者又はその代理人の入札のうち。予定価格

の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行うことがある。 

 

6 無効の入札 

 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 

（1） 要綱 2 競争加入者に必要な資格のない者の提出した入札書 

（2） 調達物品名（件名）及び入札金額のない入札書 

（3） 競争加入者の会社（商店）名、入札者氏名及び押印のない又は判然としない入

札書 

（4） 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の会社（商店）名、入札者氏名（代

理人の氏名）及び押印のない又は判然としない入札書 

（5） 調達物品名（件名）に重大な誤りのある入札書 

（6） 入札金額の記載が不明確な入札書 

（7） 入札金額の訂正をした入札書 

（8） 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書 



（9） 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札書 

（10） 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

（11） 公正な価格を害し、または不正の利益を得るために明らかに連合したと認めら

れる者の提出した入札書 

（12） 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法律第 54

号）に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに厚生な競争を不法に阻害

したと認められる者の提出した入札書 

（13） その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

7 落札者の決定 

（1） 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って申込みをした者を契約の相手方とする。 

（2） 落札となるべき同価の入札をした者は二人以上あるときは、直ちに、当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち

出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係の

無い職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 

（3） 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があっ

たときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額

ならびに当該請求者が落札者とされなかった理由（当該請求を行った入札者の

入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由）を、当該請求を行っ

た入札者に書面により通知するものとする。 

（4） 落札者が期日まで、契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消

す。 

 

8 苦情申立 

 本件における競争入札参加資格の確認その他の手続きに関し、協定に違反している

と判断する場合は、その事実を知り、又は合理的に知り得たときから 10 日以内に、書

面にて監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。 

 

9 留保条項 

 契約確定後も監視委員会から通知を受けた場合は、事情変更により契約解除をする

ことがある。 

 

10 契約保証金 

 契約保証金は免除する。 

 



11 契約書の作成 

（1） 契約書を作成する場合においては、落札者は交付された契約書に記名押印し、

落札決定の日から 5 日以内（落札者が遠隔地にある等特別な事情があるとき

は、契約締結権者が別に定めた期日まで）に契約書の取り交わしを行うこと。 

（2） 本契約は契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しない

ものとする。 

 

12 支払の条件 

 納入物品の代金は検査合格後請求により 30 日以内に支払う。 

 

13 入札の辞退について 

 入札を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

（1） 辞退届の様式について 

辞退届は、指定様式（同内容であれば、貴社で作成したものでも可）を使用し

てください。 

（2） 辞退届の提出方法について 

ア 直接持参の場合 

開札日の開札開始時刻までに、明生会セントラル病院本院に持参してくださ

い。 

イ 郵送による場合 

開札日の前日までに必ず届くように、明生会セントラル病院本院へ郵送してく

ださい。 

 

14 その他必要な事項 

（1） 競争加入者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件調達に関して要した費

用については、全て当該競争加入者若しくはその代理人又は当該契約の相手方

が負担するものとする。 

（2） 東京都が行う一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約に参加する者が守

らなければならない事項を定めた「物品買入れ等競争入札等参加者心得」（26

財経二第 245 号）を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 



 

別記１ 

1 競争入札に付する事項 

（1） 調達物品名（件名）及び数量 

仰臥位入浴装置 一式 （内訳は別冊仕様書のとおり） 

（2） 調達物品の特質 

別冊仕様書のとおり 

（3） 納入場所 

〒150-0046 東京都渋谷区松濤 2-11-12 

セントラル病院松濤 地下 1 階 機械浴室 

（4） 納入期限 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

2   入札申込書、同等品申請書兼承認書並びに質疑応答書の提出期間、場所及び提出方法 

（1） 提出期間 令和 4 年 1 月 20 日（木）17：00 まで 

（2） 提出場所 セントラル病院本院 

     〒150-0046 東京都渋谷区松濤 2-18-1 

（3） 提出方法  持参又は郵送すること 

（4） 担当者   法人事務局（総務担当） 

 

3    入札及び開札 

（1） 入札担当部 

所在地 〒150-0046 東京都渋谷区松濤 2-18-1 

担当課 法人事務局（総務担当） 

調達責任者 医療法人社団 明生会 理事長 安藤 高夫 

（2） 入札・開札日時及び場所 

日時  令和 4 年 2 月 7 日（月） 9：30 

場所  セントラル病院本院 3 階事務局兼会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

留意事項 

※下記書対が不備の際、失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意願います。 

 

●事前の提出書類 

1 同等品申請書兼承認書 

2 質疑応答書 

※いずれの項目において該当するものがなければ、提出は不要といたします。 

 

●入札時の必要書類等 

1 入札確認通知書（写し可） 

2 身分を確認できるもの 

 （免許証・パスポート・公的機関発行の写真入り身分証明書等。但し原本に限る） 

  ※身分確認の書類は、写真付名刺、健康保険証は不可。 

3 代理人が入札する場合は、委任状（本法人様式に限る） 

4  入札書（本法人様式に限る） 

5  入札用封筒（日付・入札件名・会社名を記載すること） 

6  再度入札等に使用する印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

仕 様 書 

 

（件名）令和３年度 東京都地域医療構想推進事業（中小病院支援） 

仰臥位入浴装置一式 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人社団 明生会 



 

第1 入札案件 

1 品名及び台数 

仰臥位入浴装置 一式（詳細は「第 3 仕様」のとおり） 

2 納入期限 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

3 納入場所 

〒150-0046 東京都渋谷区松濤 2-11-12 

セントラル病院松濤 地下 1 階 機械浴室 

第2 総則 

1 目的 

この仕様書は、今事業において購入する仰臥位入浴装置一式（以下「本装置」

という）の一切に適用する。 

2 概要 

本装置は、高齢者医療を担うセントラル病院の、質の高く安全・安心な「医

療、看護、介護、リハビリテーション」を提供するという理念に基づき、介護

が必要な患者に対し、安全に寝たままの状態で入浴が可能な本装置を導入する

ことで、サービスの更なる向上及び介護負担の省力化を整備することを目的と

する。 

3 規格及び表示 

（1) 規格 「第 3 仕様」のとおり 

（2) 表示 「第 3 仕様」のとおり 

4 保証 

本装置の保証期間は、設置後 1 年とする。尚、保証期間後であっても設計、製

作及び材質不良等の瑕疵によって生じた問題については、受注者が無償で修復

すること。 

第3 仕様 

操作性、機能性などを考慮し、原則として下記の製品を指定する。尚、同等と認め

られる者については、同等品申請書にて承認を得ること。 

 

１．機器の仕様 

（浴槽本体） 

設置場所に関わる為浴槽本体は以下の仕様の範囲とする。 

外形寸法：2648（L）×1130（W）×820〜1235（H）mm 以内 

浴槽内寸法 ：1925（L）×735（W）×450（H）mm 以上 

電  源：三相 200V 15A 



質  量：約 460kg 以下 

浴槽容量：約 450L 以下 

実使用湯量：約 380L 以下（入浴者 165cm、65kg） 

有効水深：285mm 以上 

 

（担架） 

外形寸法：1950（L）×700（W）×275（H）mm 以内 

質  量：約 40kg 以下 

 

（ストレッチャー） 

外形寸法：1625（L）×682（W）×720（H）mm 以内 

担架面高さ：735mm 

質  量：約 50kg 以下 

 

２．運用的要件 

（浴槽本体） 

① 入浴者に不安を与えないように、入浴者の乗った担架は昇降せず、浴槽が昇降して

入浴できること。 

② 担架キャッチャーが浴槽中央部から 180mm 自動的に移動し、担架移動の際の前傾

姿勢を和らげ介護労力軽減できること。 

③ 自動給湯及び差し湯の高温給湯（46℃以上）を停止する安全装置を装備しているこ

と。 

④ 槽内温度が高温（44℃以上）だと浴槽上昇しない安全装置を装備していること。 

⑤ 給湯及び浴槽内の湯温が高温時（44℃以上）にデジタル表示部が点滅し注意をうな

がせること。 

⑥ 差し湯の際、湯量を調節できるよう、湯量調節レバーを装備していること。 

⑦ 担架と浴槽の接触事故を防ぐ為、入浴用担架が所定の位置にセットされなければ、

浴槽が昇降しない安全装置が標準装備されていること。 

⑧ ストレッチャーが浴槽に正しくセットされたことを確認する「連結完了ランプ」が

標準装備されていること。 

⑨ ハンドシャワー湯温が高温時（43℃以上）にはランプが点滅し注意をうながせるこ

と。 

⑩ デジタル表示パネルにて入浴時間が表示され安全であること。 

⑪ 給湯温度計と浴槽内温度計を搭載していること。 

⑫ 浴槽給湯時に、適正水位で給湯を自動停止させる機能を有していること。 

⑬ 入浴中の停電時、浴槽を下降できるように非常用浴槽下降レバーを装備しているこ



と。 

⑭ 操作を音声で案内する音声サポート（S ナビ）機能を搭載していること。また、音

声機能はメインパネルのボタン操作で簡易に入切が行えること。 

⑮ 衛生面を考慮して、厚労省の指針に沿った殺菌を行える塩素殺菌装置を有している

こと。入浴中に浴槽のお湯を殺菌する刺激を抑えた薄めの塩素殺菌（0.6ppm 程度）

と、一日の終わりに浴槽と担架を同時に殺菌する塩素殺菌（1ppm 程度）を選べる

機能を有していること。 

⑯ 入浴者の快適性を考慮して、気泡浴の装置を有していること。 

 

（担架） 

① 手すりは左右独立に動かせること。 

② 体格に合わせて、枕の位置調整ができること。 

③ 浴槽の昇降に伴い、自動リクライニングする機能を有すること。 

④ 担架カバー（ブロー成形部分）が簡単に取り外しでき、汚れのたまり易いカバー裏

側やフレームの日常的な清掃が可能であること。 

⑤ マットはクッション性に富んだ熱圧成型マットを使用していること。 

⑥ マットは、マットピンが外れない様にマットとピンが一体構造式であること。 

⑦ 安全面を考慮し、胸部 1 ヵ所と下肢部 2 ヵ所にベルトが装備されていること。また、

ベルトが皮膚に直接触れないようにパットが装備されていること。 

 

（ストレッチャー） 

① 介護者が前傾姿勢を和らげることができるように、ストレッチャー側の水受盤中央

部が 200mm スライドすること。 

② 湯水を脱衣室や廊下に落ちないようにする為、担架の湯水を受ける水受盤が標準装

備されていること。 

③ キャスターを一踏みで同時に 4 輪ロックする機能を有していること。 

④ 浴槽（ストレッチャー）と連結していない時は担架がスライドできない安全装置が

装備されていること。 

 

３．メンテナンス 

機器を設置するメーカーは日々の安全な運用を維持していくため、東京都内に営業所

があり 

専任サービスマンが常勤で 4 名以上勤務していること。 

 

以上 

 


