
 入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  超音波手術器 １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  超音波診断装置 １式(泌尿器科) 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  超音波診断装置 １式(リウマチ科) 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  体内式衝撃波結石破砕装置 １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  麻酔システム １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  トレー洗浄付食器洗浄機 １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  嫌気ワークステーション １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  眼底カメラ（ＩＣＧ機能付散瞳・無散瞳一体型） １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 



入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 
 

 平成２６年 ７月１４日 
     経理責任者 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター院長  江﨑 宏典 
 

１ 調達内容  
（１）調達件名及び数量  生体情報モニター １式 

      

（２）納入期限  平成２６年 ９月３０日（火） 

              

（３）納入場所  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

 

（４）入札方法  一般競争入札 

        
２ 競争参加資格 
 

厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級
に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。 

   また、入札説明書の条件を満たすこと。 
 

３ 入札書の交付場所等 
（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 
     〒856-8562 長崎県大村市久原２丁目１００１－１ 
     独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 
     事務部 企画課 契約係長 川野  

電話０９５７－５２－３１２１ 内線５０９４ 
 

（２）入札説明書及び仕様書等の交付日時及び場所 
     日時：平成２６年 ７月１４日から平成２６年 ７月２９日 
             平日の８時３０分～１７時００分 
       場所：（１）の場所で交付する。 
 

（３）入札説明会    なし 
 

（４）仕様対応証明書の受領期限 平成２６年 ７月２５日（金）１７時００分 
 

（５）入札書の受領期限     平成２６年 ７月２９日（火）１７時００分 
 
（６）開札の日時及び場所    平成２６年 ７月３０日（水）１１時００分～ 第２会議室
  
４ その他 
（１）入札保証金及び契約保証金    免除 
 

（２）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は無効とする。 
 

（３）契約書作成の要否        要 
       
（４）契約の相手方の決定方法 
     入札により契約の相手方が決定されるわけではなく、あくまで契約の交渉権者を決定

するものであり、交渉権者は交渉が決着しなかった場合、次順位交渉権者に交渉権が
移る場合があります。 

 
（５）その他      詳細は入札説明書による。 
 


