
　事業者各位           

地方独立行政法人 市立大津市民病院
副理事長　若林　直樹（公印省略）

〒520-0804
大津市本宮二丁目９番９号
   市立大津市民病院　施設契約課
　 電話　522-4607　　ＦＡＸ　522-4720

　この度、別紙の医療機器に係る賃貸借を予定又は検討していますが、令和３年度の
契約につきましては見積合わせにて決定いたしますので、該当する機器について御社
(店)の見積書並びに製品カタログの提出をお願いいたします。
　なお、結果の通知は、決定者への発注に替えさせていただきますのでご承知ください。

1 物件名、構成内訳、数量等 別紙のとおり

2 契約期間　　　　　 令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

3 見積書等の提出期限 令和３年３月１７日（水)

4 見積書等の提出場所 施設契約課契約係

　なお、見積もりは下記の注意事項にご留意ください。

・見積書には、賃貸借方法（日額・月額・症例ごと等）と物件の単価（税抜）を記載し、
　消費税等が含まれていない旨を記載してください。
・機器の搬入・据付・調整費及び回収、保守点検業務の費用が必要な場合には、
　見積金額に含んでください。

令和３年３月３日

医療機器の賃貸借に係る見積依頼について

記
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

全自動血液凝固測定装置 ［内訳］ 2式
「ＣＳ-2100i」 本体・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ（1台）・架台
（ｼｽﾒｯｸｽ㈱ 製）

Crosserシステム ［内訳］ 1式
（㈱ﾒﾃﾞｨｺﾝ　製） EN200、INJ100、NT302GS-5A　

IABP駆動装置 ［内訳］ 1式
（ｹﾞﾃｨﾝｹﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　製） CS300またはCS100PW

（装備品）
　心電図ｹｰﾌﾞﾙ
　外部入力ｹｰﾌﾞﾙ（6.3φﾓﾉﾗﾙ）標準ｼﾞｬｯｸ

IABP駆動装置 ［内訳］ 1式
（泉工医科工業㈱　製） Corart BP3

（装備品）
　心電図ｹｰﾌﾞﾙ
　外部入力ｹｰﾌﾞﾙ（6.3φﾓﾉﾗﾙ）標準ｼﾞｬｯｸ

ROTAPRO Console ［内訳］ １式
(ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ製) Rotablator PROｺﾝｿｰﾙ本体・ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

小児用診療支援ツール ［内訳］ １式
スマイルタッチ スマイルタッチ　本体
（㈱ｱｲﾁｹｯﾄ 製） 

エンドトキシン・βグルカン測定装置 ［内訳］ １式
トキシノメーター　ＭＴ－６５００ トキシノメーター　ＭＴ－６５００
（富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬 製） トキシノメータミニ

血中アンモニア測定装置 ［内訳］ １式
富士ドライケムNX１０Ｎ 富士ドライケムNX１０Ｎ　本体
（富士フイルム㈱ 製） 

ジェネレーターGEN11 ［内訳］ １式
（ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱　製） 本体、アダプター、フットスイッチ

温度測定装置 ［内訳］ １式
Sensi　Therm　食道モニタリングシステム Sensi　Therm　食道モニタリングシステム　本体
（ｱﾎﾞｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社 製） 

心腔内除細動装置 ［内訳］ １式
SHOCK AT SHOCK AT（型式：ACG30）
（日本ライフライン㈱　製）

物件名 数量 備考
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

人工呼吸器 ［内訳］ １式
MediOx60 MediOx60本体
（ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾒﾃﾞｨｺ㈱　製） MediOx60用ｽﾀﾝﾄﾞ

回路ｻﾎﾟｰﾄｱｰﾑ　
ｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸﾎﾟｰﾙ　
酸素用耐圧管　

携帯型精密輸液ポンプ ［内訳］ １式
（ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　製） ポンプ本体CADD Legacy PCA Model 6300

専用鍵
リモートドーズコード
キャリングケース
取扱説明書

パルスオキシメータ用モニター ［内訳］ １式
(コヴィディエン ジャパン(株)) SAT-MeSSAGE ８人用

適応補助換気療法装置 ［内訳］ １式
BiPAP auto SV Advanced BiPAP autoSV Advanced 本体
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） 専用加温加湿器 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・

加湿ﾁｪﾝﾊﾞｰ ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償
呼吸回路 にて提供すること。
ﾏｽｸ
SDｶｰﾄﾞ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
緊急対応（人工呼吸器対応）
定期点検

適応補助換気療法装置 ［内訳］ １式
BiPAP auto SV Advanced BiPAP autoSV Advanced 本体
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） ﾋｰﾃｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ専用加温加湿器 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・
（ﾋｰﾃｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ専用加温加湿器仕様） 加湿ﾁｪﾝﾊﾞｰ ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償

呼吸回路 にて提供すること。
ﾏｽｸ
SDｶｰﾄﾞ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
緊急対応（人工呼吸器対応）
定期点検

在宅持続陽圧呼吸療法装置 ［内訳］ １式
REMstar Auto System One REMstar Auto System One 本体
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） 専用加温加湿器 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｭｰﾌﾞ ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償
ﾏｽｸ にて提供すること。
SDｶｰﾄﾞ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
EncoreAnywhere接続
　ｵｷｼﾒﾄﾘｱｸｾｻﾘ(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応)
　無線ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙｰﾀｰ
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

在宅持続陽圧呼吸療法装置 ［内訳］ １式
REMstar Auto System One REMstar Auto System One 本体
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） 専用加温加湿器HT 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・
（ﾋｰﾃｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ専用加温加湿器仕様） ﾋｰﾃｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償

ﾏｽｸ にて提供すること。
SDｶｰﾄﾞ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
EncoreAnywhere接続
　ｵｷｼﾒﾄﾘｱｸｾｻﾘ(ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ対応)
　無線ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙｰﾀｰ

MED（内視鏡下髄核摘出術）機器 ［内訳］ １式
METRxSystem 内視鏡下髄核摘出術機器各種
(ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸｿﾌｧﾓｱﾀﾞﾈｯｸ㈱)

人工呼吸器　V60 ［内訳］ １式
　（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ） V60ベンチレーター　ＡＴ＋

加温加湿器ＰＭＨ-1000ＰＲまたはＭＲ810
定期メンテナンス・一般修理
24時間緊急対応

人工呼吸器　VELA ［内訳］ １式
（アイ・エム・アイ㈱） VELAコンプリTYPE-D (10902012R)

定期メンテナンス・一般修理
24時間緊急対応

人工呼吸器　MONNAL ［内訳］ １式
（アイ・エム・アイ㈱） MONNAL T60ﾓｰﾄﾞﾊﾟｯｸOP　本体ｾｯﾄ

定期メンテナンス・一般修理
24時間緊急対応

デスフルラン気化器 ［内訳］ ２式
D-Vapor D-Vapor　(XDVAPORM)
（ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 製） 

ラジオ波焼灼装置 ［内訳］ １式
VIVA RFシステム VIVA RFジェネレータ一式
(センチュリーメディカル㈱) VIVA RFポンプ一式

排痰補助装置 ［内訳］ １式
カフアシストＥ70 ｶﾌｱｼｽﾄE70本体　　　　
　（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ） SDｶｰﾄﾞ　　　　　　　 

ﾌｪｲｽﾏｽｸ成人用L　　　 
1.8mﾁｭｰﾌﾞ　　　　　　
ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀ　　　　　 
ｷｬﾘｰｹｰｽ　　　　　　　
AC電源　　　　　　　 
花粉ﾌｨﾙﾀ　　　　　　 
ｻｰｷｯﾄﾘﾃｲﾅｰ　　　　　 
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

陰圧創傷治療システム ［内訳］ 各1式
(ｽﾐｽ･ｱﾝﾄﾞ･ﾈﾌｭｰ RENASYS　GO
　ｳﾝﾄﾞ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱　製) RENASYS　EZ

RENASYS TOUCH

超音波骨折治療器「アクセラス」

（日本ｼｸﾞﾏｯｸｽ㈱　製） K047-2　難治性骨折超音波治療法 １式
を実施する患者に使用する場合

K047-3　超音波骨折治療法 １式
を実施する患者に使用する場合

歯科ﾊﾟﾉﾗﾏX線装置 ［内訳］ 1式
AUTOⅢ AUTOⅢ
（朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業㈱製）

携帯用酸素供給装置 ［内訳］ １式
(酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ等　一式） 携帯用酸素供給装置　本体

呼吸同調式デマンドバルブ
その他付属品等

超音波骨折治療器「セーフス」 １式
（帝人ﾌｧｰﾏ㈱　製） K047-2　難治性骨折超音波治療法

を実施する患者に使用する場合

K047-3　超音波骨折治療法 １式
を実施する患者に使用する場合

［内訳］
（標準ｾｯﾄ）
ｾｰﾌｽ本体
超音波用ｾﾞﾘｰ　2本
ﾍﾞﾙﾄ付き固定具
ﾊﾟｯﾄﾞ
ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ
（無償ｵﾌﾟｼｮﾝ）
位置決めﾘﾝｸﾞ
延長ﾍﾞﾙﾄ
ｷﾞﾌﾟｽ用固定具
ｷﾞﾌﾟｽ用固定具保護ｷｬｯﾌﾟ
ｷﾞﾌﾟｽ用ﾌｪﾙﾄ　2枚
ｽﾍﾟｰｻｰﾊﾟｯﾄﾞ

パルスオキシメーター ［内訳］ １式
PULSOX-Me300 PULSOX-Me300本体
（コニカミノルタ㈱　製） オキシメトリデータ処理

検査機送料・引取送料

スマートウォッチPMP300E ［内訳］ １式
（ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾒﾃﾞｨｺ㈱　製） PMP300E本体

機器自宅配送及び返却
解析レポート
消耗品一式（カニューレ・テープ）
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

ウォッチパッドユニファイド ［内訳］ １式
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） ウォッチパッドユニファイド本体

機器自宅配送及び返却
解析レポート

消耗品一式（UPATプローブ・テープ）

見積書には、賃貸借方法（日額・月額・症例ごと等）と物件の単価（税抜）を記載してください。

6 / 6 ページ


