
　事業者各位           

地方独立行政法人 市立大津市民病院
理事長　増田　伊知郎（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　施設契約課契約係
　 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2年度内
での契約につきましては、見積合わせにて決定予定ですので、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、契約する場合は決定者への契約に替えさせていただきますの
でご承知おきください。

1 物件名、構成内訳、数量等 別紙のとおり

2 見積書等の提出期限 令和2年3月27日（金)

3 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。

・見積金額には、物件の単価（税抜）、消費税及び地方消費税、合計金額（税抜き）を
　必ず記入してください。
・見積金額には、機器の搬入・据付・調整費及び回収、保守点検業務の費用も含んで
　ください。

令和2年3月18日

医療機器の賃貸借に係る見積依頼について

記



別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

人工呼吸器 Ｔｒｉｌｏｇｙ１００ １式 定額レンタル
在宅（ＮＰＰＶ仕様） ［内訳］
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） Trilogy100本体ｾｯﾄ 1 　24時間緊急対応費用

加温加湿器PMH-1000本体 1 　定期点検・定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

BiPAP加温加湿呼吸回路ｷｯﾄ 1ｾｯﾄ/年 　器械納入、引き上げ作業等

（ﾏｽｸ/ｵｰﾄｸﾚﾊﾞﾌﾞﾙ） 　を含む

ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀｰ1605RS 2個/月
PMC300ﾁｪﾝﾊﾞｰｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ 2個/月
ﾏｽｸ 1個/年
着脱式バッテリパック １本/年

人工呼吸器 Ｔｒｉｌｏｇｙ１００ １式 定額レンタル
在宅（気管切開：加湿器仕様） ［内訳］
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） Trilogy100本体ｾｯﾄ 1 　24時間緊急対応費用

加温加湿器PMH-1000本体 1 　定期点検・定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

PLVﾃﾞｨｽﾎﾟ呼吸回路 成人用 2ｾｯﾄ/月 　器械納入、引き上げ作業等

ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀｰ1605RS 2個/月 　を含む

ｴｸｽﾊﾚｰｼｮﾝﾎﾟｰﾄ 2個/月
ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ（ﾎﾟｰﾄ付） 2個/月
PMC300ﾁｪﾝﾊﾞｰｼﾝｸﾞﾙﾕｰｽ 2個/月
着脱式バッテリパック １本/年

人工呼吸器 Ｔｒｉｌｏｇｙ１００ ［内訳］ １式 定額レンタル
在宅（気管切開：加温加湿器MR850仕様） Trilogy100本体ｾｯﾄ 1
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） 加温加湿器MR850本体 1 　24時間緊急対応費用

着脱式バッテリパック 1 　定期点検・定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

ﾃﾞｨｽﾎﾟﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ（ﾎﾟｰﾄ付） １本/年 　器械納入、引き上げ作業等

ISﾃﾞｨｽﾎﾟ回路　ｱｸﾃｨﾌﾞHW 2本/月 　を含む

PMC300AFﾁｪﾝﾊﾞｰ 2個/月
フローガードフィルタ 2個/月

人工呼吸器 Ｔｒｉｌｏｇｙ１００ １式 定額レンタル
在宅（気管切開：人工鼻仕様） ［内訳］
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） Trilogy100本体ｾｯﾄ 1 　24時間緊急対応費用

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｭｰﾌﾞ 2本/月 　定期点検・定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀｰ1605RS 2個/月 　器械納入、引き上げ作業等

ｴｸｽﾊﾚｰｼｮﾝﾎﾟｰﾄ 2個/月 　を含む

ﾌﾚｯｸｽﾁｭｰﾌﾞｷｯﾄ（ﾎﾟｰﾄ付） 1本/年
人工鼻PMｲｰｼﾞｰS 20個/月
着脱式バッテリパック １本/年

人工呼吸器 ＴｒｉｌｏｇｙO2 院内 １式 定額レンタル
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） ［内訳］

TrilogyO2本体ｾｯﾄ 1 　24時間緊急対応費用

専用架台ｾｯﾄ 1 　定期点検・定期ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用

1 　器械納入、引き上げ作業等

　を含む

BiPAP autoSV Advanced 在宅/院内 １式 月額レンタル
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） ［内訳］

BiPAP autoSV Advanced 本体 1 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・
専用加温加湿器 1 ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償
加湿ﾁｪﾝﾊﾞｰ 1 にて提供すること。
呼吸回路 1
ﾏｽｸ 1
ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞ 1

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

ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ 1
外部バッテリ 1
携帯バッテリパック 1
新ハーモニー用ＤＣアダプタキット 1式

持続陽圧呼吸療法装置 持続陽圧呼吸療法装置 定額レンタル
（帝人ﾌｧｰﾏ㈱　製） 　ｽﾘｰﾌﾟﾒｲﾄ 標準ｾｯﾄ 1ｾｯﾄ

　ｸﾞｯﾄﾞﾅｲﾄ 420 標準ｾｯﾄ ・機台設置、引取費用、保守

持続陽圧呼吸療法装置　加湿器ｾｯﾄ 点検費用を含む

　標準ｾｯﾄ + 加温加湿器 ・消耗品の代金は含むものと

自動圧調整持続陽圧呼吸療法装置 し、消耗品の対象と標準的な

　ｵｰﾄｾｯﾄ 標準ｾｯﾄ 1ｾｯﾄ 数量は

　ｸﾞｯﾄﾞﾅｲﾄ 420 標準ｾｯﾄ ①ﾏｽｸｼｽﾃﾑおよびｴｱﾁｭｰﾌﾞ

自動圧調整持続陽圧呼吸療法装置　加湿器ｾｯﾄ ：1組/年

　標準ｾｯﾄ + 加温加湿器 1ｾｯﾄ ②ﾌｨﾙﾀｰ：2組/年

CPAP装置 １式 定額レンタル
REMstar Auto System One ［内訳］
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ・ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社 製） REMstar Auto System One 本体 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・

専用加温加湿器 ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｭｰﾌﾞ 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

CPAP装置 １式 定額レンタル
REMstar Auto Mｼﾘｰｽﾞ with ［内訳］
A-Flex REMstar Auto Mｼﾘｰｽﾞ 本体 定期消耗品（ﾏｽｸ・ﾎｰｽ・
（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 ﾌｨﾙﾀ）は1年に1度、無償

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾁｭｰﾌﾞ にて提供すること。
ﾏｽｸ
ｽﾏｰﾄｶｰﾄﾞ
ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ

従圧式陽圧人工呼吸器 NIPﾈｰｻﾞﾙ　在宅 定額レンタル
（帝人ﾌｧｰﾏ㈱　製） ［内訳］

NIPﾈｰｻﾞﾙ標準ｾｯﾄ 1セット ・機台設置、回収費用、保守

　NIPﾈｰｻﾞﾙ本体 1台 点検費用（6ヶ月毎の定期点検

　ﾏｽｸｼｽﾃﾑ 1式 費用、定期点検時の消耗品の

　ｴｱﾁｭｰﾌﾞ 1本 交換と補充の費用）を含む

　ﾌｨﾙﾀｰ予備 1組
　ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ 1個
　電源ｺｰﾄﾞ 1本
　酸素ﾁｭｰﾌﾞ 1本
加温加湿器ｾｯﾄ 1セット

NIPﾈｰｻﾞﾙ　院内 定額レンタル
［内訳］
NIPﾈｰｻﾞﾙ標準ｾｯﾄ 1セット ・機台設置、回収費用、保守

　NIPﾈｰｻﾞﾙ本体 1台 点検費用（6ヶ月毎の定期点検

　ﾏｽｸｼｽﾃﾑ 1式 費用）を含む

　ｴｱﾁｭｰﾌﾞ 1本
　ﾌｨﾙﾀｰ予備 1組
　ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ 1個
　電源ｺｰﾄﾞ 1本
　酸素ﾁｭｰﾌﾞ 1本
　取扱説明書 1冊
　加温加湿器 1式
［ｵﾌﾟｼｮﾝ］

1ｾｯﾄ
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

ﾚｽﾒﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ 1式

ｵｰﾄｾｯﾄCS　在宅 定額レンタル
［内訳］
ｵｰﾄｾｯﾄCS標準ｾｯﾄ 1セット ・機台設置、回収費用、保守

　ｵｰﾄｾｯﾄCS本体 1台 点検費用（6ヶ月毎の定期点検

　ﾏｽｸｼｽﾃﾑ 1式 費用、定期点検時の消耗品の

　ｴｱﾁｭｰﾌﾞｾｯﾄ 1式 交換と補充の費用）を含む

　ﾌｨﾙﾀｰ予備 1組
　ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ 1個
　電源ｺｰﾄﾞ 1本
加温加湿器ﾋｭｰﾐﾄﾞｴｱｰ2i 1セット

従圧式陽圧人工呼吸器 ｵｰﾄｾｯﾄCS　院内 定額レンタル
（帝人ﾌｧｰﾏ㈱　製） ［内訳］

ｵｰﾄｾｯﾄCS標準ｾｯﾄ 1セット ・機台設置、回収費用、保守

　ｵｰﾄｾｯﾄCS本体 1台 点検費用（6ヶ月毎の定期点検

　ﾏｽｸｼｽﾃﾑ 1式 費用）を含む

　ｴｱﾁｭｰﾌﾞｾｯﾄ 1式
　ﾌｨﾙﾀｰ予備 1組
　ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸ 1個
　電源ｺｰﾄﾞ 1本
　取扱説明書 1冊
加温加湿器ﾋｭｰﾐﾄﾞｴｱｰ2i 1セット

携帯用輸液ポンプ 携帯型HPNﾎﾟﾝﾌﾟ：ｶﾌﾃｨｰﾎﾟﾝﾌﾟZP-101 1式 定額レンタル
「携帯型HPNﾎﾟﾝﾌﾟ：ｶﾌﾃｨｰﾎﾟﾝﾌﾟ

ZP-101」 定期保守点検の間隔は
（テルモ㈱　製） 6ヶ月とする

携帯用輸液ポンプ 経腸栄養用輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ：ｱﾌﾟﾘｯｸｽｽﾏｰﾄ 1式 定額レンタル
「ｱﾌﾟﾘｯｸｽｽﾏｰﾄ」
（ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ ｶｰﾋﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　製） 定期保守点検の間隔は

6ヶ月とする

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

保守費用

血中アンモニア専用測定装置 １式 月額レンタル
富士ドライケム１００Ｎ ［内訳］
（富士フイルム㈱ 製） 富士ドライケム１００Ｎ　本体

保守費用

エンドトキシン・β グルカン測定装置 １式 月額レンタル
トキシノメーター　ＭＴ－５００ ［内訳］
（和光純薬工業㈱ 製） トキシノメーター　ＭＴ－５００　本体

保守費用

小児用診療支援ツール １式 年額レンタル
スマイルタッチ ［内訳］
（㈱トムス・エンタテイメント 製） スマイルタッチ　本体

保守費用

腎盂尿管ビデオスコープ １式 週額レンタル
URF-V ［内訳］
（ｵﾘﾝﾊﾟｽﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 製） URF-V　本体

保守費用
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別　　紙

構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

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

保守費用

超音波骨折治療器「セーフス」 １式 定額レンタル
（帝人ﾌｧｰﾏ㈱　製） （標準ｾｯﾄ）

ｾｰﾌｽ本体 1台 ・機台設置、回収、保守業務

超音波用ｾﾞﾘｰ 2本 （電池交換、ｸﾚｰﾑ対応）費用

ﾍﾞﾙﾄ付き固定具 1個 を含む

ﾊﾟｯﾄﾞ 1枚 ・オプションは無償
ｸｲｯｸﾏﾆｭｱﾙ 1枚
（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
位置決めﾘﾝｸﾞ 1個
延長ﾍﾞﾙﾄ 1個
ｷﾞﾌﾟｽ用固定具 1個
ｷﾞﾌﾟｽ用固定具保護ｷｬｯﾌﾟ 1個
ｷﾞﾌﾟｽ用ﾌｪﾙﾄ 2枚
ｽﾍﾟｰｻｰﾊﾟｯﾄﾞ 1個

超音波骨折治療器「アクセラス」 １式 定額レンタル
（日本ｼｸﾞﾏｯｸｽ㈱　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 １式 ・機台設置、回収、保守業務

（電池交換、ｸﾚｰﾑ対応）費用

K047-3　超音波骨折治療法 １式 を含む

を実施する患者に使用する場合 ・オプションは無償

ＩＡＢＰ駆動装置 ［内訳］ １式 定額レンタル

（ﾏｯｹ製） ＩＡＢＰ駆動装置本体

保守費用

Sensi　Therm　食道モニタリングシステム ［内訳］ １式 定額レンタル
　 Sensi　Therm　食道モニタリングシステム　本体

保守費用

神経モニタリング ［内訳］ １式 定額レンタル
　 神経モニタリング

保守費用

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

保守費用

人工呼吸器　V60 ［内訳］ １式 定額レンタル
　（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ） 人工呼吸器　V60　本体

保守費用

人工呼吸器　VELA ［内訳］ １式 定額レンタル
（ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ） 人工呼吸器　VELA　本体

保守費用
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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　　ASTRAL150 ［内訳］ １式 定額レンタル
ﾚｽﾒﾄﾞ　　　　 人工呼吸器　　ASTRAL150　本体

保守費用

人工呼吸器　VIVO40 ［内訳］ １式 定額レンタル
　 人工呼吸器　VIVO40　本体

保守費用

パルスオキシメータ ［内訳］ １式 定額レンタル
PULSOX-Me300 PULSOX-Me300　本体

保守費用

CPAP F&P　ICON auto ［内訳］ １式 定額レンタル
　 CPAP F&P　ICON auto　本体

保守費用

Crosserシステム ［内訳］ １式 定額レンタル
　 EN200、INJ100、NT302GS-5A　

保守費用

i-Labカートシステム ［内訳］ １式 定額レンタル
　 POLARIS　

保守費用

S5イメージングシステム ［内訳］ １式 定額レンタル
　 本体

保守費用

腹膜灌流用紫外線照射器 ［内訳］ １式 定額レンタル
　 ﾎｰﾑAPDｼｽﾃﾑ　ゆめ

保守費用

［内訳］ １式 定額レンタル
ホームＰＤシステム「かぐや」一式*6およびシェアソース

保守費用

腹膜灌流用紫外線照射器 ［内訳］ １式 定額レンタル
　 ホームPDシステム　つなぐ

保守費用

ジェネレーターGEN11 ［内訳］ １式 平日3日間を1回として
　 本体、アダプター、フットスイッチ 定額レンタル

保守費用

腹膜灌流用紫外線照射器 ［内訳］ １式 定額レンタル
　 ホームPDシステム　つなぐ

保守費用

［内訳］ １式 月額レンタル

超音波手術器 ［内訳］ １式 定額レンタル
　 ソノペットUST-2001本体(ﾃﾞｭｱﾙﾌｯﾄｽｲｯﾁ含む)

25MA ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽｷｯﾄ
保守費用

　CPAP装置ドリームステーション Auto （内訳）　 １式 定額レンタル
(ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社製) ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝAuto　本体

自動腹膜潅流装置及び腹膜
透析用治療計画プログラム

ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾒﾃﾞｨｺ㈱製
人工呼吸器
MediOx60
 

MediOx60本体　一台
MediOx60用ｽﾀﾝﾄﾞ　一台
回路ｻﾎﾟｰﾄｱｰﾑ　一個
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構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

月額ﾚﾝﾀﾙ　１式 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ用ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ
　　　ﾏｽｸ　　　　  　
　　　SDｶｰﾄﾞ
　　　ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
　　　ｾﾙﾗｰﾓﾃﾞﾑ

　CPAP装置ドリームステーション Auto　加湿器有 （内訳）　
(ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社製) ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝAuto　本体
月額ﾚﾝﾀﾙ　１式 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ用ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ

　　　ﾏｽｸ　　　　  　
　　　SDｶｰﾄﾞ
　　　ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
　　　ｾﾙﾗｰﾓﾃﾞﾑ
加温加湿器

　CPAP装置ドリームステーション Auto　加湿器有 （内訳）　
(ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社製) ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝAuto　本体
月額ﾚﾝﾀﾙ　１式 ﾄﾞﾘｰﾑｽﾃｰｼｮﾝ用ﾋｰﾃｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ

　　　ﾏｽｸ　　　　  　
　　　SDｶｰﾄﾞ
　　　ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ
　　　ｾﾙﾗｰﾓﾃﾞﾑ
専用加温加湿器

ラジオ波焼灼システム VIVA RF システム
(内訳)
VIVA RF ジェネレータ一式
VIVA RF ポンプ一式

１式

排痰補助装置 (内訳) １式
ｶﾌｱｼｽﾄE70本体　　　　一式
SDｶｰﾄﾞ　　　　　　　 一式
ﾌｪｲｽﾏｽｸ成人用L　　　 一式
1.8mﾁｭｰﾌﾞ　　　　　　一本
ﾊﾞｸﾃﾘｱﾌｨﾙﾀ　　　　　 一式
ｷｬﾘｰｹｰｽ　　　　　　　一式
AC電源　　　　　　　 一式
ｻｰｷｯﾄﾘﾃｲﾅｰ　　　　　 一式
花粉ﾌｨﾙﾀ　　　　　　 一式

結石破砕装置 （内訳） 症例ごと払い
Medispec Ltd.社製 本体（Econolith） 1式

X線透視装置（Visionspec）

持続的自動気道陽圧ユニット （内訳）
F＆P Sleep Style ｷｬﾘｰﾊﾞｯｸﾞ 1式
月額ﾚﾝﾀﾙ　１式 本体

呼吸ﾁｭｰﾌﾞ
電源コード
ﾕｰｽﾞ&ｹｱｶﾞｲﾄﾞ
ｳｫｰﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ
ﾁｬﾝﾊﾞｰｼｰﾙ
ｱｳﾄﾚｯﾄｼｰﾙ
F&P infoUSB(infoUSBﾎﾟｰﾄに装着済み)
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ﾃﾞﾊﾞｲｽに装着済み)
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ(ｽﾍﾟｱ)
ｴﾙﾎﾞｰ(ｽﾍﾟｱ)(標準呼吸ﾁｭｰﾌﾞと併用)
SleepStyleｸｲｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽｶﾞｲﾄﾞ

インスリンポンプキット （内訳）
日本ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ製 携帯用シリンジポンプ本体 1式
ＭＭＴ-１７５２ＷＷＫ 付属専用注入ｾｯﾄ(1ヶ月分)

付属専用ﾘｻﾞｰﾊﾞ (1ヶ月分)
付属ベルトクリップ
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構成内訳
（規格・品番）

物件名 数量 備考

付属スキンズ
付属アクティビティーガード

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

RENASYS TOUCH
歯科ﾊﾟﾉﾗﾏX線装置 （内訳）
朝日ﾚﾝﾄｹﾞﾝ工業㈱製 AUTOⅢ 1式
AUTOⅢ
心内心電図ユニット （内訳）
日本光電工業㈱製 JB-410G 1式
JB-410G
持続陽圧呼吸療法装置 （内訳）
レスメドAirMini レスメドAirMini 1式

回路部品、付属品等

備考欄に賃貸借方法を参考までに明記しているが、より効率的な契約方法がある場合は提案提出すること。
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