
広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業　入札説明書等に関する質問に対する回答（第1回）

項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

１ 入札説明書
対象となる公共施設の種
類

２ 第２ ２

『下表に示す病院施設、広尾病院看護専門学校及び付帯施設等（以下、
「病院施設等」という。）』と記載があります。
「病院施設等」に含まれる「病院施設」とは、「参考資料１　用語リス
ト」における「新設病院、看護学校渡り廊下、既存病院及び仮設棟等」と
いう認識でよろしいでしょうか。

「病院施設」とは、「参考資料１　用語リスト」における「新設病院
等」、「既存病院」及び「仮設棟等」のうち、「附帯施設等」に該当しな
いものを指します。用語リストを修正します。

２ 入札説明書
対象となる公共施設の種
類

２ 第２ ２

注釈※にて『付帯施設等は、立体駐車場、回生橋、外構等を指す。』と記
載されていますが、
「ドクターカー車庫、マニホールド棟及び看護学校渡り廊下」は含まれな
いという認識でよろしいでしょうか。

「ドクターカー車庫、マニホールド棟及び看護学校渡り廊下」は「病院施
設」に含まれるものとご理解下さい。

３ 入札説明書 業務の概要 ３ 第２ ７

工事区分表をご提示いただけますでしょうか。 要求水準書（Ⅲ　施設整備編　（１）共通事項）p.11のとおりです。

４ 入札説明書 事業スケジュール ４ 第２ ９

新設看護学校引渡し日は令和14年1月31日となっていますが、令和14年12月
31日で宜しいでしょうか。

令和４年８月12日に「【広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業】入札
説明書等修正版の公表について」として修正版を公表しているのでご確認
下さい。

５ 入札説明書 事業スケジュール ４ 第２ ９

新設職員宿舎のスケジュール記載について、抜け漏れていませんでしょう
か。

各施設の詳細な整備スケジュールは要求水準書（Ⅲ　施設整備編　（１）
共通事項）p.12を参照して下さい。

６ 入札説明書 事業スケジュール ４ 第２ ９

新設病院東側（グランドオープン）と記載がありますが、グランドオープ
ンとは供用開始とは違うのでしょうか。

グランドオープンは新設病院西側と東側が一体となった、新設病院全体で
の開院を指します。供用開始はグランドオープンも含む、施設としての運
営開始を指します。

７ 入札説明書 事業の予定総額 ５ 第２ 11

全体としては予定総額より低い価格であるものの、対価の内訳において、
病院機構負担分又は都負担分のどちらかの予算額を超過している入札価格
を提出した場合は、失格となりますでしょうか。

ご理解のとおりです。様式集を修正します。

８ 入札説明書 事業の予定総額 ５ 第２ 11

予定総額、723.54億であり、参考価格として工事関連費、調達費及び移転
費、SP業務費用及び維持管理・運営業務費用、それぞれの金額が示されて
おりますが、参考価格に対する今回の業務内容毎に内訳を開示して戴けな
いでしょうか。
また、病院機構負担分、都負担分の参考価格の内訳についても開示してい
ただく事は可能でしょうか。

公表は予定していません。
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９ 入札説明書 事業の予定総額 ５ 第２ 11

予定総額、723.54億であり、参考価格として工事関連費、調達費及び移転
費、SP業務費用及び維持管理・運営業務費用、それぞれの金額が示されて
おりますが、参考価格の内訳を開示予定はありますでしょうか。ご検討願
います。
また、病院機構負担分、都負担分の参考価格の内訳についても開示してい
ただく事は可能でしょうか。
ご検討願います。

No.８の回答を参照してください。

10 入札説明書
事業者選定等のスケ
ジュール

12 第４ ２

「開札、落札者の決定及び公表」から「事業契約書締結」までの期間につ
いて、基本協定書締結やSPC設立業務に時間を要するため、最低でも1ヶ月
半程度は頂きたく存じますので、事業者決定後、事業契約締結時期は2023
年4月の下旬頃でご検討いただくことは可能でしょうか。

事業契約締結時期は、落札者決定後、落札者と調整の上で2023年４月中に
締結することを予定していますが、その時期は落札者の決定後、機構と落
札者との協議により決定したいと考えています。

11 入札説明書
事業者選定のスケジュー
ル

12 第４ ２

本件について、維持管理・施工業務の検討の中で今後も多くの質疑が発生
することが予想されます。質疑提出については、現在令和4年9月26日と令
和4年11月と2回の提出期間が設けられておりますが、この間である10月に
も対話以外に質疑を提出させて戴けないでしょうか。
また、回答時期についての見直し（短縮）も検討戴けないでしょうか。ご
検討願います。

現時点では、質問・意見の受付時期の追加及び回答時期の見直し予定はあ
りません。

12 入札説明書 個別対話の申込方法 17 第４ ８ (２)

個別対話について、以下の質疑についてご回答願います。
・個別対話時には、所定の様式を使用し、改めて質疑を提出致しますが、
コンソーシアム側より別添質疑に関する資料を提出する事は可能でしょう
か。
・事務局側で予定している質疑の時間をお示し下さい。
・個別対話に参加できるコンソーシアム側の人数制限は設ける予定でしょ
うか？設ける場合は、その人数をお示しください。

対話の詳細については別途、参加希望があった代表企業に通知いたしま
す。

13 入札説明書 個別対話の申込方法 17 第４ ８ (2)

個別対話について、以下の質疑についてご回答願います。
・個別対話時には、所定の様式を使用し、改めて質疑を提出致しますが、
コンソーシアム側より、別添質疑に関する資料を提出する事は可能でしょ
うか。

・事務局側で予定している質疑の時間をお示し下さい。

・個別対話に参加できるコンソーシアム側の人数制限は設ける予定でしょ

No.12の回答を参照してください。

14 入札説明書 対話結果の公表 18 第４ ８ (3)

対話の公表についても早めていただくことは可能でしょうか。ご検討願い
ます。

早めることは予定していません。

15 入札説明書 受付場所 18 第４ ９ (3)

入札時提出書類について、令和５年１月16日(月)10：30に都立広尾病院特
別会議室へ提出と記載がありますが、何時より、受付を行って戴けるので
しょうか。
入札時提出書類の搬入については、時間や手間が掛かるため、来院者や、
医療スタッフへご迷惑をお掛けしない様、細心の注意を図り、対応したい
と思います。搬入導線など、既に検討済みでございましたらお示し下さ
い。

搬入等に時間がかかる旨承知いたしました。持参提出に関する詳細のご案
内に際しては留意いたします。
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16 入札説明書 入札保証金の納付 20 第４ ９ (８)

資格確認通知書において、入札保証金を免除する場合の判断基準について
教えてください。

判断基準を公表する予定はありません。

17 入札説明書
提案書の審査（ヒアリン
グの実施）

20 第４ 10 (１)

ヒアリングの実施方法については、代表企業にメールで通知される、とあ
りますが、現時点でPowerPointや模型の使用の可否などについてご教示願
います。

PowerPointについては、提案書に記載した内容の範囲内であれば使用する
ことも可とすることを想定しています。
詳細は別途代表企業に通知します。

18 入札説明書
提案書の審査（ヒアリン
グの実施）

20 第４ 10 (１)

参加人数について、制限を行うこともあるという記載がございますが、基
本的に20人前後と考えて宜しいでしょうか。ご教示願います。

上限人数については、提案書の提出があった入札参加者の代表企業に対
し、今後実施日時などとあわせてご案内します。

19 入札説明書
入札参加資格の確認結果
の通知から入札書類の提
出までの取扱い

22 第４ 13 (２) ア

第一回質疑や対話会の結果で、要求水準の解釈が変わってしまった場合、
代表企業以外の構成企業が資格や条件を満たさないと判断した場合は、企
業の追加や変更は認められるのでしょうか。

要求水準の解釈が変わったことで、代表企業以外の構成企業が資格や条件
を満たさなくなることは想定していません。

20 入札説明書 ＳＰＣの設立等 24 第５ ２

当施設をSPC所在地として使用、登記することは可能でしょうか。 病院内であればＳＰＣ所在地として使用、登記することを可能とします。

21 入札説明書 契約保証金 24 第５ ３ (２) ア ①

「契約締結から新施設病院の供用開始が属する事業年度の終了までの期
間」とございますが、要求水準書（Ⅲ施設整備編（１）共通事項）の12
ページに記載の業務期間を参考にしますと、令和5年4月から令和14年3月末
までという理解で宜しいでしょうか。

要求水準書（Ⅲ施設整備編（１）共通事項）p.12に記載の業務期間のとお
り整備する場合、ご理解のとおりです。

22 入札説明書 契約保証金 24 第５ ３ (２) ア ②

「施設整備業務完了までの期間」とは、新設職員宿舎棟の建設完了までの
期間（開設準備期間は含まない）という理解でよろしいでしょうか。

本業務における、施設整備業務が全て完了するまでの期間であり、開設準
備期間は含まないとご理解下さい。

23 入札説明書 契約保証金 24 第５ ３ (２) ア ②

「新設病院共用事業年度の開始までに納付する。」とございますが、「新
設病院供用開始事業年度の翌事業年度の開始までに納付する。」の誤りで
はないでしょうか。

入札説明書を修正します。

24 入札説明書 契約保証金 25 第５ ３ (２) ア ③

一般的に履行保証保険は単年度の契約であり、履行保証保険に加入する場
合は、各事業年度毎のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務
の対価として規定される金額の100分の10以上に相当する額の履行保証保険
を各年度ごとに締結する方向でよろしいでしょうか。

履行補償保険の締結によることを希望するときは、機構との協議によりま
す。
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25 入札説明書
法制上及び税制上の措置
に関する事項

25 第６ １

本事業に係る事業所税を算定するにあたり、指定管理者制度は適用されま
すでしょうか。
また、適用される場合は50%基準はございますでしょうか。

本事業について指定管理者制度は適用されません。

26
要求水準書（Ⅰ　総

則）
本事業の対象となる公共
施設の種類

２ 第２ １ (２)

要求水準書（Ⅲ施設整備編（2）広尾病院及び新設職員宿舎棟）P.4では、
新設病院の延床面積は46,200㎡以上とすると記載されていますが、要求水
準書（Ⅰ総則)の延床面積は46,200㎡程度と記載されています。どちらが正
しいでしょうか。

新設病院の延床面積は46,200㎡以上です。入札説明書及び要求水準書を修
正します。

27
要求水準書（Ⅰ　総

則）
業務実施日及び実施時間 ７ 第３ １ (７)

「病院運営に支障のない日及び時間又は時間帯に実施すること。ただし、
各業務について個別に定める場合いは、この限りでない。」とあります。
具体的に工事のできない日、時間帯があればお示しください。また、騒
音、振動等病院運営に支障のない工事は、ただし書きに準じ、設定時間外
の工事も可能と考えてよろしいでしょうか。

現在、病院機構での工事について、月曜日から金曜日の8：30から17：00ま
で工事可能とし、夜間、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始は原則
認めていません。
詳細については設計時に協議の上で決定する予定です。

28
要求水準書（Ⅰ　総

則）
基本的な考え方 ９ 第３ ３ (１)

「･･･。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいては、経年劣化による
劣化は許容するものとする」とありますので、性能及び機能を満たしてい
れば、建物、設備の経年劣化は許容されるとの認識でよろしいでしょう
か？

要求水準書（Ⅳ　維持管理・運営業務　（２）病院編）及び要求水準書
（Ⅳ　維持管理・運営業務　（３）看護専門学校編）に記載された、ＢＥ
ＬＣＡ認定の技術者による劣化度診断の調査の結果で、「事業期間内に修
繕が必要と診断された項目」以外については許容されるものとご理解下さ
い。

29
要求水準書（Ⅰ　総

則）
修繕に関する事項 ９ 第３ ３ (２) ア

「事業期間終了後から15年間の修繕計画」と記載があるが、この事業期間
終了とは、４頁に記載の事業終了期間：令和25年3月31日までとなりますで
しょうか？

ご理解のとおりです。したがって、この事業期間終了後とは、令和25年３
月31日の事業期間終了日の翌日を指します。

30
要求水準書（Ⅰ　総

則）
適用する図書等 11 第３ ４ (２)

「適用する図書等」は、公告時点に発行されているものを基本とすること
でよろしいでしょうか。

本事業の提案書提出までの間に改定があった場合には、原則として改定さ
れたものを適用するものとします。また、提案書提出後の改定について
は、その適用について協議するものとします。

31
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務責任者 ２ 第１ ３ (２)

個別業務責任者が委託業務統括業務責任者の代理人を兼務することは認め
られますでしょうか。

兼務は認めません。
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32
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務責任者 ２ 第１ ３ (２)

委託業務統括業務責任者は、事業期間（施設整備期間、維持管理・運営期
間）によって求められる能力が違うと考えます。そのため事業期間中の変
更や複数人対応提案は認められますでしょうか。（実施方針71の回答に詳
細は入札公告時に示すとあるが、記載がない）

同一期間中に複数人で委託業務統括業務責任者を務めるような提案は認め
ません。事業期間中の変更等については、要求水準書（Ⅱ サービスプロバ
イダー業務編） 第１の３（１）に記載のとおりとご理解ください。

33
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務期間 ３ 第１ ４ (１)

業務担当者の業務期間は『令和５年４月から令和25年３月31日までとす
る。ただし、個別業務ごとに業務期間を記載している場合はこの限りでは
ない。』と記載があります。
又、「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共通事項）第１の４　業務
期間」には『既存病院等の維持管理・運営期間の開始日は令和８年３月１
日』と記載があります。
この場合、維持管理・運営業務の業務担当者の業務は令和８年３月１日と
いう認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、令和８年３月１日から業務開始できるよう、事前
に各種計画書等の提出や既存事業者からの引き継ぎを行ってください。

34
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務の対象 ５ 第２ １ (３)

業務の対象の「病院施設等」は、用語リストにおける「既存病院等」と
「新設施設等」であり、「仮設棟等」は含まれないという認識でよろしい
でしょうか。

No.１の回答を参照して下さい。

35
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務内容
ヘルプデスク

７ 第２ ２ (２) エ

ヘルプデスクの業務開始は維持管理が始まるR8.3.1からという理解でよろ
しいでしょうか。それとも開始時期も提案によるものでしょうか。

業務開始はご理解のとおり令和８年３月１日からとなりますので、要求水
準書を修正します。なお、業務開始に当たっての準備等は事前に行ってい
ただく必要があります。

36
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務内容
ヘルプデスク

７ 第２ ２ (２) エ

ヘルプデスクの業務開始がR5.4.1からとすると設計や建築業務等の施設整
備に対する連絡調整のヘルプデスクになると理解できます。そうすると既
存業者の維持管理・運営業務に対する受付窓口等は行わないという理解で
しょうか。

NO.35の回答を参照してください。

37
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務内容
ヘルプデスク

７ 第２ ２ (２) エ

ヘルプデスクの業務開始がR5.4.1からとすると設計や建築業務等の施設整
備に対する連絡調整のヘルプデスクになると理解できます。そうすると問
い合わせや調整は、工事に関することが多く、維持管理・運営が始まった
後のヘルプデスクとは特性がまったく違うと考えます。その特性の違いに
対応する方法は、提案によるものと理解すればよろしいでしょうか。

NO.35の回答を参照してください。

38
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

業務内容
ヘルプデスク

７ 第２ ２ (２) エ

ヘルプデスクの業務開始がR5.4.1からとすると既存施設内に部屋をご準備
いただけるのでしょうか。また、その場合、3/9の開札後から、2週間程度
で設備を整える必要があるということでしょうか。

NO.35の回答を参照してください。
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39
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

ヘルプデスク ７ 第２ ２ (２) エ 4

ヘルプデスクの業務開始がR5.4.1からとすると敷地外に執務室を設けるこ
とでも良いか。

NO.35の回答を参照してください。

40
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

ファシリティマネジメン
ト業務
業務の対象

９ 第２ ３ (３)

病院施設等の定義をご教示ください NO.１の回答を参照してください。

41
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

ファシリティマネジメン
ト業務
業務の対象

９ 第２ ３ (３)

業務の対象の「病院施設等」は、用語リストにおける「既存病院等」と
「新設施設等」であり、「仮設棟等」は含まれないという認識でよろしい
でしょうか。

No.１の回答を参照して下さい。また、（２）の業務内容については要求水
準書を修正します。

42
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

ファシリティマネジメン
ト業務
要求事項

９ 第２ ３ (４)

「病院機構及び都が別途策定する運営計画、情報システム計画等を最適な
形で実現する施設計画を提案し、施設を整備すること。」とあります。
「病院機構及び都が別途策定する運営計画、情報システム計画等」を提示
ください。

要求水準書を修正します。提案にあたっては、事業契約締結後、策定でき
次第提示する運営計画や情報システム計画等を反映した施設とできるよう
な取り組みの提案に期待します。

43
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

ファシリティマネジメン
ト業務
要求事項

10 第２ ３ (４)

病院機構及び都が実施する改修及び修繕に対する支援とは具体的にとのよ
うなものを想定されていますでしょうか

改修案への助言や工事影響の想定、設計・施工工程への助言、現地調査の
案内などを想定しています。

44
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

省エネルギー化に関する
職員への教育

12 第２ ４ (４) オ

省エネルギー化に関する職員への教育について、現行実施しているものが
あれば内容や頻度をご教示ください。

東京都の中央研修として都職員向け研修『東京都環境マネジメントシステ
ム科研修』をeラーニングシステムにより年１回実施しています。

45
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

開設準備支援業務
基本方針

12 第２ ５ (１)

病院機構及び都が行う開院式・開校式・内覧会等、への協力・支援に関す
る費用負担について、ご教示ください。
仮に記念品等がある場合の費用負担についてもご教示ください。

詳細については事業契約締結後に決定しますが、主に病院機構及び都に対
する人的支援を想定しています。記念品の購入費用がある場合は、病院機
構が負担することを想定しています。

46
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

開設準備支援業務
業務の対象

13 第２ ５ (３)

「病院施設等」とありますが、具体的にはどの施設となりますでしょう
か。

No.１の回答を参照して下さい。なお、（２）エについては要求水準書を修
正します。
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47
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

移転に関する支援 13 第２ ５ (４) ア

病院機構及び都が移転前の施設から移設又は新規に整備する、医療情報シ
ステムや医療機器及び一般備品等について想定している品目についてご教
示頂けないでしょか。

現時点ではお示しできるものはありません。事業者の知見にて想定をお願
します。

48
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

運営リハーサルへの協
力・支援

13 第２ ５ (４) イ

「病院機構及び都が別途策定する移転・リハーサル計画を尊重し、円滑に
開院するために必要なリハーサル環境を提供すること。」とありますが、
病院機構及び都にて別途策定される移転・リハーサル計画とは具体的には
どのような内容でしょうか？
患者移送リハーサル、オープン日以降を想定した外来・入院・検査受付リ
ハーサルは、病院機構及び都が別途策定する計画との認識でよろしいで
しょうか。

病院機構及び都にて別途策定される移転・リハーサル計画の詳細は事業契
約締結後、策定次第提示する予定です。
なお、患者移送などの病院機構及び都が実施する移転、並びに運営リハー
サルに関する計画は病院機構及び都が別途策定しますが、策定に当たって
の協力・支援については要求水準書（Ⅱ　サービスプロバイダー業務編）
に記載のとおりです。

49
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

開院式・開校式・内覧会
の支援

14 第２ ５ (４) ウ

病院の整備は段階的に行われますが、開院式・内覧会は最終段階で１度行
う想定で宜しいでしょうか。

開院式・内覧会の回数について、グランドオープンや竣工後のタイミング
で複数回実施することと想定していますが、詳細は今後決定します。

50
要求水準書（Ⅱ

サービスプロバイ
ダー業務編）

運営準備 14 第２ ５ (４) エ

既存病院等を対象とした引き継ぎ期間は、概ね３ヵ月程度とありますが、
既存病院の維持管理・運営が開始される令和８年３月１日の３ヵ月程度前
頃との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

51
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
インフラ整備状況 ３ 第１ １ (５)

排水について、「区域東側道路及び西側道路に公共下水道が敷設されて
る」とありますが、東京都の下水道台帳を確認すると汚水ルートとなって
おります。雨水は、現況図にあるように、雨水流出抑制を遵守した上で、
渋谷川へ放流するという考えで宜しいでしょうか。

現状はご理解のとおりですが、放流先については関係行政と協議してくだ
さい。

52
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
埋蔵文化財 ３ 第１ １ (６)

「渋谷区教育委員会立会により、令和２年３月に試掘を実施し、遺構が検
出されなかったことを確認している。」とありますが、万が一、工事中に
埋蔵文化財が発見され、工事が遅延した場合の遅延リスク及び追加費用
は、病院機構負担でよろしいでしょうか。

地中埋設物が認められた場合は事業契約書（案）第16条に記載の通りの対
応になり、工期の変更に伴う費用負担は事業契約書（案）第50条に記載の
とおりの対応となりますが、埋蔵文化財が発見された場合の対応に要した
費用は、合理的な範囲で発注者が負担することを想定しています。

53
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
地下埋設物 ４ 第１ １ (７) エ

入札時に開示された資料等では、予見できなかった地中埋設物（土壌汚染
やコンクリートガラ等）の出現により、工事が遅延した場合の遅延リスク
及び追加費用は、病院機構負担でよろしいでしょうか。

  

地中埋設物が認められた場合は事業契約書（案）第16条に記載の通りの対
応になり、工期の変更に伴う費用負担は事業契約書（案）第50条に記載の
とおりの対応となりますが、地中埋設物が提供資料の内容と異なる場合の
対応に要した費用は、合理的な範囲で発注者が負担することを想定してい
ます。
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54
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
敷地 ５ 第２ １ (１)

「将来の病院建替え用地を念頭においた配置計画」とありますが、将来の
用地確保は、今回の計画のように、看護専門学校を別敷地に運営すること
も含め、対応できることでよろしいでしょうか。

将来の病院建替えについて、現時点でお伝えできることはありません。

55
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
自動車用道路 ６ 第２ ３ (１) ア

構内道路の幅員及び構造に関して、「建物や外構埋設物のメンテナンス及
び大型機器の入れ替え時の揚重等に使用することを想定すること」とあり
ますが、現状の日常利用の車両台数を、車両の規格別にお教えいただけな
いでしょうか。

事業者の利用としては、概ね給食関係24業者、薬剤関係８業者、診療材料
関係15業者、医療ガス関係１業者ですが、車両の規格や台数については、
事業者の経験と実績を踏まえ想定してください。

56
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）

広尾病院・広尾看護専門
学校用の駐車場

６ 第２ ３ (２) ア ①

電気自動車の充電設備の要求台数をご教示ください。 現時点では、ドクターカー等用に２台、利用者用として５台程度を想定し
ていますが、将来増設対応を含め今後の電気自動車の普及も念頭に適切な
台数を事業者の知見にて想定してください。

57
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
給水計画 ８ 第２ ３ (３) ウ

井戸水の利用にあたり、水質調査の結果をご教示願います。 既存病院に現在、井戸は存在しませんので、提示できる資料はありませ
ん。

58
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
植栽・緑地等 ８ 第２ ３ (４) ウ

緑化基準の確認に際し、既存緑地の範囲、既存樹木の位置・樹高がわかる
緑化配置図・緑化算定図を開示願います。

既存緑地の範囲や樹木の位置がわかる緑化配置図や算定図はありません
が、既存樹木の活用にあたっては参考資料17の資料のうち、構内樹木等環
境整備委託の外構位置図も参考としてください。

59
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
植栽・緑地等 ８ 第２ ３ (４) ウ

植栽帯や緑地等には適宜散水設備を設けること、とありますが自動灌水設
備のようなものを指しますか、散水用立水栓程度のものの意でしょうか。

散水設備については、事業者の提案によります。

60
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
植栽・緑地等 ８ 第２ ３ (４) ウ

高度地区に関する特例を受けるための緑地面積基準を満たすこと、とあり
ますが具体的にどの様な条件になりますか、ご提示下さい。

渋谷区高度地区変更 決定号（平成20年12月渋谷区都市整備部都市計画課）
に記載されている「①敷地面積に応じた特例」を踏まえて提案してくださ
い。

61
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
植栽・緑地等 ８ 第２ ３ (４) ウ

「既存樹木を活用しながら緑化計画を行うこと」とありますが、既存の毎
木調査資料があればご提供願います。

No.58の回答を参照してください。

62
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
消防活動施設 ９ 第２ ３ (４) オ

「必要な容量の消防用水、防火貯水槽を整備すること。」とありますが、
防火貯水槽は、法的な水量を満たす消防用水を兼用することでよろしいで
しょうか。別で必要な場合、容量をご教示ください。

消防法及び渋谷区建築物防火貯水槽設置要綱に則って設置してください。
兼用することに対しては協議の上決定してください。
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63
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
業務期間 12 第３ １ (３)

P12（３）業務期間に記載されている各開設準備期間を記載の期間より短縮
することは可能でしょうか。また、延長することも可能でしょうか。

開設準備期間は要求水準書で記載している日数を短縮することは認めませ
ん。延長することは要求水準書（Ⅰ総則）第２の１（９）に記載の供用開
始日を変更しない提案であれば、提案を踏まえて協議の上で決定します。

64
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）

調査・対策業務
業務内容

13 第３ ２ (１) ア

参考資料９　埋蔵文化財試掘調査業務委託概要報告書の内容は、今回の施
設整備業務全てをカバーし、埋蔵文化財に係る事前協議は完了しており、
追加調査は不要であると理解してよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

65
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
電波障害調査・対策業務 13 第３ ２ (１) イ ③

電波障害対策として、すでにケーブルテレビ等の対策がなされているエリ
アがありましたら、ご教示願います。

現状は対策がなされているエリアはありませんが、事業者の提案する施設
計画に基づいて調査を行い、必要に応じて対策を行って下さい。

66
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
電波障害調査・対策業務 13 第３ ２ (１) イ ③

現状（過去も含めて）、周辺家屋等への電波障害、近隣からの電波に関す
る苦情等がございましたら、お聞かせ頂くことは可能なものでしょうか。

現状は電波障害に関する苦情はありません。なお、平成18年に電波受信調
査を実施し、問題がないことを確認しています。
地上デジタル放送移行前のアナログ放送時においては、共聴施設不具合に
より視聴できないなどの苦情が寄せられていたところです。

67
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）

土地利用履歴調査等業務
（土壌汚染調査含む）

14 第３ ２ (１) イ ④

汚染土壌の処理に際し、事業者が努力したにも関わらず関係機関との協議
が整わなかった場合、工期遅延や、これに伴う費用負担については協議し
ていただけると考えてよろしいでしょうか。

地中埋設物が認められた場合は事業契約書（案）第16条に記載の通りの対
応になり、工期の変更に伴う費用負担は事業契約書（案）第50条に記載の
とおりの対応となりますが、土壌汚染が提供資料から予測できず処理が必
要となった際の対応に要した費用は、合理的な範囲で発注者が負担するこ
とを想定しています。

68
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（1）共通

事項）
建設業務 22 第３ ２ (５) ウ ①

確認用モデルルーム（１床室、４床室、診察室等）の設置場所・時期は、
確認の支障がないよう十分な調整を行えば、事業者に任されるものと考え
てよろしいでしょうか。

設置場所は要求水準書（Ⅲ 施設整備編（１）共通事項）第１の１に記載の
事業予定地とします。
時期はモデルルーム確認後の病院職員等からの意見や要望が施設整備に反
映できる適切な時期をご提案ください。要求水準書を修正します。

69
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

広尾病院の施設整備に関
する共通の基本的要件
機能性

２ 第１ ２ (１) ア

本件のJCI認定の取得にあたり、認証機関に問い合わせを行い指示された事
項等がございましたら開示をお願い致します。

現時点で認証機関への問い合わせは実施しておりません。

70
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

広尾病院の施設整備に関
する共通の基本的要件
機能性

２ 第１ ２ (１) ア

「現在取得している 第三者認証等 は事業期間中も維持することを前提に
計画すること。」とありますが、現在取得中の第三者認証をご提示願いま
す。

現在広尾病院は「病院機能評価」、「外国人患者受入れ医療機関認証制度
（ＪＭＩＰ）」、「輸血機能評価認定制度(Ｉ＆Ａ）」を取得しています。

71
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
規模要件 ４ 第１ ３

(１)
(２)

ア

延床面積について、新設病院４６,２００m2以上、新設職員宿舎棟１,９０
０m2以上の面積の見方は、建築基準法上の延床面積と考えて宜しいでしょ
うか。ただし、吹きさらしの部分を含まないという理解でよろしいでしょ
うか。

建築基準法上の延床面積と考えてください。吹きさらしの部分について
は、昭和61年４月30日住指発第115号の通達に準拠して床面積の算定をして
下さい。

72
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

セキュリティの分類について、２４時間制限する部分と常時制限する部分
と分けて記載されておりますが、下線部の違いや意図を教えてください。

違いはございません。要求水準書を修正します。

73
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

『病院職員等用カードは、予備用カードを含めた適切な枚数を見込むこ
と。』とありますが、想定職員数をご教授願います。

現在広尾病院内で従事している職員数（医師、事務職員等の病院機構職員
のほか、病院機構が別途発注する業務の従事者を含む）は概ね1,300名前後
です。
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74
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

「以下に示す部門及び室は、ICカード等の個人認証で解錠が可能な電気錠
等を設置し、セキュリティを確保すること」とありますが、対象はスタッ
フ等の主動線となる扉のみとし、その他の避難扉や管理扉は鍵による施錠
管理でよいでしょうか。

事業者の提案によりますが、病院運営にあたって利用しやすい提案を期待
します。詳細はNo.75の回答も参照してください。

75
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

診察室等は、診療時間帯はスタッフによる出入管理、診療時間外は鍵で施
錠のうえ閉鎖として、ICカード等の個人認証で解錠が可能な電気錠等を設
置の対象外でよいでしょうか。

入退室について、個人情報を管理している諸室についてはＩＣカードによ
る個人認証は必要です。ただし、外来など扉が多い箇所については、セク
ションごとにゲート管理できれば、その詳細は事業者の提案による部分も
あると考えます。
また、最終施錠者が把握できるような整備を期待しています。

76
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

特定の病院職員等以外の出入りを２４時間制限する部分の一つに「その他
個人情報を扱う室」がありますが、具体的にはどの部屋が該当するかご教
示ください。

その他個人情報を取扱う室及び安全上必要と考えられる室について、現時
点では、サーバールーム、外部者が立ち入るエリアに接するスタッフ導
線、当直室、放射線管理区域、栄養科搬入口付近、廃棄物、納品物などの
導線に接する居室を想定しています。要求水準書を修正します。

77
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

来院者の受付方法は、部門出入口にインターホン等を設置し、来院者から
の呼出しに対し部門内各室の内線電話で応対できるシステムとすることと
ありますが、主動線となる出入口１箇所に設置する理解で宜しいでしょう
か。

事業者の提案によりますが、部門によっては円滑な運用のために複数箇所
に設置することも想定しています。

78
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

ICカードに関しては事業者側が調達することとありますが、調達費用は
サービス対価に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

79
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

事業者用のICカードについても事業者が調達し、調達費用はサービス対価
に含まれるという理解でよろしいでしょうか。また、当該ICカードのデザ
インについて、顔写真、氏名等の個人情報の印刷は事業者提案という理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

80
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

実施方針等に関する質問への回答No.153で、「病院職員用カードは予備
カードを含めた適切な枚数を見込むことから再度調達については事業外」
とご教示いただきましたが、入院患者用カード・見舞客用カードについて
も再調達は事業の対象外と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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81
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
セキュリティ ８ 第２ １ (４) ア

ICカードに関しては利用者（病院職員、入院患者、見舞客等）毎にデザイ
ンを分ける必要がありますか。分ける場合は何種類必要でしょうか。ま
た、そのうち顔写真、氏名等の個人情報の印刷が必要なものはどれになり
ますか。顔写真、氏名等の印刷が必要な場合、そのデータは病院機構様か
らご共有いただけるという理解でよろしいでしょうか。

事業者の提案を踏まえ、詳細は設計時に協議の上で決定します。

82
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
災害対策に係る基本条件 ９ 第２ １ (５) ア

NBC除染用施設の保管とは、除染テント（３セット）と理解してよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。除染テント及び付属品が保管できる設えとしてくだ
さい。

83
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
災害対策に係る基本条件 ９ 第２ １ (５) ア

災害対策に係る基本条件として、災害時には入院患者は通常の２倍、外来
患者は通常時の５倍程度の受け入れができる施設とすることとあります
が、それぞれ概ね何名の受け入れを考えれば良いでしょうか。

要求水準書（Ⅰ 総則）p.２に記載の入院規模、外来規模をご参照下さい。

84
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ヘリポート 10 第２ １ (５) ウ

「騒音及びダウンウオッシュによる影響が出ない備えとすること。」とあ
りますが、近隣建物に対し距離を取ることで騒音の影響を少なくすること
などは工夫できますが、騒音による影響が出ない備えは出来ないという理
解でよろしいでしょうか。

騒音及びダウンウォッシュによる影響をできる限り抑える工夫をしてくだ
さい。要求水準書を修正します。

85
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
公衆電話設置スペース等 10 第２ １ (６) ウ

来院者用Ｗｉ－Ｆｉエリアについて、新設病院のエントランスや外来の待
合、各病棟のデイルームは最低限必要なエリアと考えております。その他
に必要なエリアがございましたらご教示ください。また、来院者用に提供
するＷｉ－Ｆｉは、インターネット接続のみとの理解ですが、相違ないで
しょうか。

救命救急センター家族控室付近、手術部門家族控室付近を含む来院者が立
ち入るエリアを想定してください。要求水準書を修正します。
また、来院者用は基本的にはインターネット接続を想定していますが、事
業者の提案や今後の技術革新等によるところです。

86
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
部門構成 11 第２ ２ (１) ア

「事業者はこれを参考とした上で、要求水準を満たす独自の提案を行うこ
と。」との記載となっております。病院機能に支障が生じないと判断でき
る場合には、階構成の変更は可能と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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87
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

外来部門
主な室・機能及び構成

12 第２ ２ (１) ウ ① (イ)

「付属資料３　諸室リスト」全般に記載のある「ウォールケアユニット」
に関して、アイソレーションユニットに〇があるものは「アイソレーショ
ンユニット内蔵ウォールケアユニット」の仕様、〇がないものは、メディ
カルコンソール、または壁埋込アウトレットの仕様でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

88
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
基本方針

14 第２ ２ (１) ウ ③ (ア)

全ての病床を陰圧切替えができるようにするとありますが、（７）感染症
対策の表に準じれば良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

89
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
病床数

14 第２ ２ (１) ウ ③ (イ)

付属資料3　諸室リストとの不整合について、下記の理解でよろしいでしょ
うか。
・5階東側：一般病棟-1
・5階西側：一般病棟-2
・6階東側：一般病棟-3
・6階西側：一般病棟-4
・7階東側：一般病棟-5
・8階東側：一般病棟-6
・9階西側：一般病棟-7

ご理解のとおりです。要求水準書を修正します。

90
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
病床数

14 第２ ２ (１) ウ ③ (イ)

1床室(回復)の室数について、付属資料3　諸室リストでは各一般病棟に1室
となっておりますが、要求水準書では、5階西側のみ2室となっておりま
す。要求水準書を正としてよろしいでしょうか。

要求水準書を修正します。

91
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
病床数

14 第２ ２ (１) ウ ③ (イ)

表中、精神病棟の「その他」２床とは、付属資料３諸室リストに記載の保
護室という理解で宜しいでしょうか。また、産科病棟の「その他」５床と
は、同じく諸室リスト中の「分娩・手術室」「分娩室（2室）」「未熟児
室」「新生児室」という理解で宜しいでしょうか。

精神病棟のその他２床は保護室２床で、産科病棟のその他５床は未熟児室
５床を意味します。
諸室リストを修正します。

92
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
病床数

14 第２ ２ (１) ウ ③ (イ)

病棟構成について表を提示いただいておりますが、「参考とした提案とす
ること。」との記載となっております。病院機能に支障が生じないと判断
できる場合には、病棟構成及び階構成の変更は可能と考えて宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

93
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
共通事項

16 第２ ２ (１) ウ ③
(エ)
a

「スタッフステーションの近くに重症患者用の１床室を配置すること。」
とありますが、回復室（１床）を示していると考えて宜しいでしょうか。

回復室（１床）はスタッフステーションから視認性を確保するあるいは患
者の様態が確認できる設備等を設けてください。それ以外の重症患者用の
１床室はスタッフステーションの近くに配置して下さい。

12 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

94
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
共通事項

16 第２ ２ (１) ウ ③
(エ)
a

「2床室及び4床室は家具等で準個室化させることが可能な計画とするこ
と。」とありますが、備品等リストには記載がされていません。今回整備
工事にて見込む必要がありますでしょうか。

備品等を見込む必要はありません。

95
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

病棟部門
ＩＣＵ

16 第２ ２ (１) ウ ③
(エ)
e

「心臓カテーテル部門に近接すること。」との記載がありますが、「別紙
図１参考資料５　参考計画図（新設病院）」ように廊下等を介しての部門
の近接と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

96
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

検査部門
主な室・機能及び構成

18 第２ ２ (１) ウ ⑤ (イ)

細菌検査室のBSLをご提示願います。 ＢＳＬ３を想定しています。諸室リストを修正します。

97
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

検査部門
検体検査

19 第２ ２ (１) ウ ⑤
(ウ)
c

「血液保管庫、薬用保冷庫の温度管理システムは2箇所で監視するシステム
とすること」とありますが、監視場所はどこを想定されていますでしょう
か。

血液保管庫に関しては検査室と防災センターを想定しています。薬用保冷
庫は薬剤科と防災センターでの温度管理を想定していますので、要求水準
書を修正します。
なお、詳細については事業者の提案を踏まえ、設計時の協議により決定し
ます。

98
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

検査部門
検体検査

19 第２ ２ (１) ウ ⑤
(ウ)
c

２カ所で監視するシステムと記載がありますが、監視する場所について想
定されているのであればご指示願います。

No.97の回答を参照してください。

99
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

検査部門
検体検査

19 第２ ２ (１) ウ ⑤
(ウ)
c

「検体検査部門は外来部門に隣接または近接させること。」記載がありま
すが、諸室リストの隣接・近接の定義に基づき、階段・EVなどで上下階を
つなぐことは可能であると考えて宜しいでしょうか。

上下階とする場合、近接条件を満たすためには階段及びエレベーター等で
物理的距離が短い動線でつながる位置関係としてください。

100
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

心臓カテーテル部門
計画上の条件及び配慮事
項

21 第２ ２ (１) ウ ⑧ (ウ)

「効率的な機械室の整備」とありますが、操作室と考えてよろしいでしょ
うか。その他を示す場合は、具体的な機械室の機能をご教示してくださ
い。

操作室ではありません。機械室（OP室１）は、心カテ室とハイブリッド手
術室で使用する医療装置本体に付随する機器を設置する諸室です。
隣接する両室を適正かつ効率的に稼働させるべく、最善な計画の提案を期
待しているところです。諸室リストを修正します。

101
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

共用部門
計画上の条件及び配慮事
項

29 第２ ２ (１) ウ ⑳ (イ)

再来受付機及び自動精算機については、病院情報端末の一部と考え、事業
者調達対象外と考えて宜しいですか。

ご理解のとおりです。自動精算機に関して、要求水準書Ⅲ（２）p.14を修
正します。
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102
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

共用部門
計画上の条件及び配慮事
項

29 第２ ２ (１) ウ ⑳ (イ)

待合表示、患者呼込表示、投薬表示、再来機自動精算機については、範囲
外と考えてよろしいでしょうか。
提案とする場合、仕様、配置、数量をご指示願います。

ご理解のとおりです。ただし、機器を設置するスペースを設ける際には、
その設置や収納方法は、事業者提案を期待しております。

103
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

共用部門
計画上の条件及び配慮事
項

29 第２ ２ (１) ウ ⑳ (イ)

「患者が利用する廊下は手挟み防止に考慮した手摺を設けること」とあり
ますが、開口部等で連続性が確保できない部分やサイン設置部分等は、協
議の上、設置しないことも可能と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

104
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

保育部門
主な室・機能及び構成

30 第２ ２ (２) ウ ① (イ)

保育所に入所する乳幼児の対象年齢、及び、年齢ごとの上限定員数の想定
をご教示ください。

現在の院内保育室の定員は12名で、年齢は０歳から３歳に達した年度の末
日までとなっています。この他、新設する病児・病後児保育室は６名と想
定しています。なお、年齢や定員は今後変更になる可能性があります。

105
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
新設病院熱源・機械棟 32 第２ ３ (１) ウ

CEタンクの設置に伴う耐震設計は、高圧ガス保安法の耐震告示「高圧ガス
設備等の耐震性能を定める告示」で定められた性能を満たすように計画す
ればよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

106
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
設備計画 37 第２ ４

新設病院等を対象とすることとありますが、新設職員宿舎棟の設備計画の
要求水準をご提示願います。

要求水準書を踏まえて、電力引込設備・受変電設備・幹線設備・動力設
備・電灯設備・コンセント設備・電話配管設備・インターホン設備・テレ
ビ共聴設備・情報配管設備・ＩＴＶ設備・空調設備・換気設備・衛生器具
設備・給水設備・給湯設備・排水設備・ガス設備の他法定設備を事業者で
提案してください。要求水準書を修正します。

107
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
設備計画 37 第２ ４

新設職員宿舎棟の職員宿舎（39室以上）は、電力会社、ガス会社、水道局
と個別の契約ができるようにする必要はありますでしょうか。

詳細は設計時の協議となりますが、職員宿舎（39室以上）については、電
気・ガス・水道を個別に契約できるようメータ（検付き）を整備してくだ
さい。
また、患者家族宿泊室（７室以上）は、業務用の光熱水使用量が把握でき
るよう電気・ガス等の計量メーター（検付き）を整備してください。要求
水準書を修正します。

108
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

経済性に配慮した設備計
画

38 第２ ４ (１) ア ⑤

新設病院の要求水準内に自然エネルギーの積極的活用について記載があり
ますが、立体駐車場には不要という認識で宜しいでしょうか。

事業者の提案によります。要求水準とはしていませんが、落札者決定基準
に記載のとおり、環境への配慮は性能評価項目となっております。
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109
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

東京都建築物環境配慮指
針による環境性能評価

39 第２ ４ (１) ウ ②

東京都建築物環境配慮指針による環境性能評価について、新設病院の要求
水準書では「段階2」の性能が求められておりますが、立体駐車場は対象外
で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

110
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

電気設備
基本事項

39 第２ ４ (２) ア

「機器及びシステムは導入時点～最適及び最新の仕様とすること。特に技
術変化が激しい設備については、機器及びシステムの技術変化動向を確認
し、導入仕様の決定前に病院機構と十分協議すること。」とありますが、
対象設備の修繕・更新時に技術変化がある場合は、修繕において協議の場
を持っていただけると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

111
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
バックアップ電源の充実 40 第２ ４ (２) イ ① (イ)

広尾病院の機能上重要な負荷に、情報通信機器は含まれますでしょうか？
（情報通信機器は非常電源の対象外でしょうか？）

情報通信機器も含みます。
商用電源の途絶後、非常用発電装置による電力供給が行われるまではUPSで
供給し、非常用発電装置稼働後は非常用発電装置から供給される計画とし
てください。

112
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報 41 第２ ４ (２) イ ③

『災害時の対策として、アナログ回線との併用も行うこと。』とあります
が、災害時アナログ局線は何回路想定すれば宜しいでしょうか

アナログ回線は、各部署およびセクション、各病棟の執務室に最低一箇所
設置することを想定しています。

113
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
各設備項目 41 第２ ４ (２) ウ

既存病院での運営時、本要求水準書に記載の各設備が既存病院にない場
合、仮設棟と既存病院でのセキュリティレベルが異なることになります
が、新たに既存病院にも警備設備やITV設備を設ける必要はないという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

114
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電源設備 43 第２ ４ (２) ウ ①

交流無停電電源装置（ＵＰＳ）は医療用、情報用は個別に設置し、かつ
各々二重化を行うこととありますが、すべてのネットワーク機器に対して
UPS設置する前提でしょうか？

ご理解のとおりです。

115
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電力貯蔵設備 43 第２ ４ (２) ウ ① (エ)

「交流無停電電源装置（ＵＰＳ）は医療用、情報用は個別に設置し、かつ
各々二重化を行うこと。」とありますが、情報通信用に２系統（Ａ系、Ｂ
系）の電源を計画するとの認識で宜しかったでしょうか。
ネットワーク機器の電源の冗長化は、影響度の大きい機器のみと考えてお
りますが、ネットワーク機器の電源冗長について何かお考えがございまし
たらお聞かせ頂けますでしょうか。

ご理解のとおりです。
冗長化の対象範囲は、各フロアの統括ネットワーク装置及び各々の電源を
想定しています。
ネットワーク機器の電源については、その先の各々の機器は、そのエリア
の最低半分のネットワーク機器が動作し続ける仕様で考えてください。
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116
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
中央監視設備 43 第２ ４ (２) ウ ②

防犯・防災に関するシステム（入退出管理、監視カメラ等）を除く、情報
システム（ネットワーク機器、無線LAN機器等）の監視については、防災セ
ンター（中央監視設備）での監視・運用では無い認識で合っておりますで
しょうか？情報システムを運用する別部署（執務室等）にて監視・運用す
る理解でおりますが、如何でしょうか。

ご理解のとおりです。執務室で監視・運用することを想定しています。

117
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
非常用発電設備 43 第２ ４ (２) ウ ② (ウ)

「できるだけ騒音値を少なくすること」と記載がありますが、具体的な発
電機の騒音レベルがあればご指示ください。

渋谷区の騒音・振動規制基準（騒音規制法、振動規制法、都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例）を満たしたうえで、事業者の提案による
ことと想定しています。

118
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電灯設備 44 第２ ４ (２) ウ ④

分電盤の設置について新設病院の要求水準内に原則配線室内の設置とあり
ますが、立体駐車場は階段室内に露出設置として宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。目立たない場所とし、事業者の提案によります。

119
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
コンセント設備 45 第２ ４ (２) ウ ⑥

屋外駐車場等トリアージ対応を行うと想定される部分へ外部コンセントの
設置要求がありますが、立体駐車場は不要という認識で宜しいでしょう
か。
また医療情報システムのネットワークの使用可能な設備の要求があります
が、同じく立体駐車場に必要でしょうか。

事業者の提案によります。

120
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

院内インターネット用LAN、患者用インターネットに接続されるインター
ネット回線（ISP回線）の選定及び調達、費用負担は病院機構が実施する認
識でよいでしょうか？

ご理解のとおりです。

121
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

外部と接続されるプライベートなネットワークは、想定されてますでしょ
うか。

ご認識のとおり、想定しています。

16 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

122
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・上記情報システムとは別に、患者等が利用する患者用インターネット回
線を導入するため、ＬＡＮの構築に必要な機器設置や配管配線や配線ラッ
ク等の設置を行うこと。

→患者用のネットワークについては、物理的に病院ネットワークとは別の
機器で構築することが望ましいでしょうか？

患者用ネットワークについては物理的に別の機器で構築することが望まし
いですが、ＶＬＡＮ等に収容し、帯域制限を厳密に制御できるのであれ
ば、詳細は事業者の提案を踏まえ、設計時に協議します。

123
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

各エリア、居室等で必要な有線ＬＡＮのポート数をご提示頂けないでしょ
うか。

詳細は設計時となりますが、基本的に移動しないクライアントが設置され
る居室には、有線ＬＡＮが設置されていることを想定しております。

124
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

無線ＬＡＮが必要なフロア（階）について、ご教示頂けないでしょうか。
（該当フロアは、全てのエリア、居室等で無線ＬＡＮが必要という理解で
おります。）

全フロアで必要と想定しています。

125
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

電子カルテ系統の情報機器関連は、都側の整備と考えてよろしいでしょう
か。詳細区分表をご提示いただけますでしょうか。

配管・配線、ＨＵＢ及びＷｉ-Ｆｉアクセスポイント等は事業者負担とし、
電子カルテ系統の機器類は病院機構の負担とします。
なお、区分表の公表予定はありません。電子カルテ系統の配線および無線
ＬＡＮ基地局、エッジスイッチなどの機器への電力供給、冷却など想定し
て不足ない準備を計画してください。

126
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・各病室の病床には、広尾病院からの伝達事項を表示等できる情報端末の
設置を検討すること。

→こちら各ベッドサイドにタブレット等の端末が必要という意図になりま
すでしょうか？また、その場合ベッドサイド端末も床頭サービスではなく
「情報通信設備」としての調達範囲に含まれますでしょうか？

ベッドサイドにタブレット等の端末の使用を想定しますので検討してくだ
さい。費用についても、情報通信設備の調達範囲内と考えています。

127
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

また、事業外で整備されるネットワークとの連携についてネットワーク構
築の支援を行うこと。

→この「事業外で整備されるネットワーク構築の支援」とは何を指されて
いますでしょうか？

部門システム等で今後広尾病院で計画されるネットワーク全てを指しま
す。
ＶＬＡＮなどの技術を活用する場合等、事業者整備のネットワークとシス
テムを共用する場合のネットワーク構築の支援を想定しています。
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128
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・駐車場等トリアージ対応が想定される場所に医療情報システムネット
ワークが使用可能な設備を設置すること。

→こちらは具体的にはどのような要望になるでしょうか？
駐車場等トリアージ対応が想定される場所については、屋外であっても電
子カルテ等へのアクセスが可能なネットワークが必要という意図でしょう
か？

屋内外のトリアージ対応が想定される場所に電子カルテ等へのアクセスが
可能な設備を設けてください。必要に応じてＯＮ／ＯＦＦ切り替えが可能
なタイプを想定しています。

129
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) エ ⑥

医療機器、医師及び看護師等の位置情報が把握できるシステムの導入につ
いて、医療機器は中央管理されているME機器（輸液ポンプ、シリンジポン
プ）の理解でよろしいでしょうか。また、その場合、ME機器の台数のご教
示をいただけますでしょうか。

医療機器について、無線タグを設置したもの及び無線ＬＡＮで接続される
ものについては、位置情報の取得が必要となります。（心電図装置、ｴｺｰ、
ポータブル撮影装置など）
また、現時点でのME機器の台数については「参考資料28　院内機器台数(機
器別台数）」を提供します。

130
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

『医療機器、医師及び看護師等の位置情報が把握できるシステムの導入を
行うこと』とありますが、想定されている位置情報の使い方をお教え下さ
い。

現在は、医師の業務遂行エリアから防疫対応の有無を特定したり、
手術エリア等に居る場合に電話連絡を控えプッシュメールに切り替える制
御等に位置情報を使用しています。
将来的には、患者・看護師等が病棟を離脱する際にナースコールをサイレ
ント設定したり、患者に付き添うスタッフの位置情報の追跡による検査の
進捗確認等、居室ごとに位置情報を把握できるようなシステムを想定して
います。

131
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

医療機器、医師及び看護師等の位置情報が把握できるシステムの導入を行
うこと。なお、位置情報の対象は新設病院内とすること。

→位置情報の把握にあたって具体的にご想定の仕組みはございますでしょ
うか？（無線LAN、Bluetooth、等）
　また、まずは位置情報を把握できるプラットフォームをご準備し、実際
の把握に各対象機器向けのタグ等が必要な場合はその費用は別途の認識で
よろしいでしょうか？

事業者の提案によります。現状では無線ＬＡＮで位置情報を把握していま
す。ただし、No.130の用途などを実現するためにタグを使用する提案とす
る場合、それに伴う費用は事業者負担とします。

132
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

無線ネットワークは3系統各々の無線帯域での品質保証を行うと共に、院内
通話用アンテナ、位置情報システム用アンテナとの混信が無いように適釖
に配置し計画すること。

→院内通話用アンテナは、無線LANアクセスポイントの活用をご想定の認識
でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。院内通話用アンテナ、位置情報、品質管理すべて同
一の無線ＬＡＮを想定しています。
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133
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

「19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設置す
ること。」とありますが、フロアスイッチとエッジスイッチの使い分けに
ついて、何かお考えがございましたらお聞かせ頂けますでしょうか。

使い分けは事業者の提案によりますが、各スイッチの条件としてはフロア
スイッチは電源二重化、スイッチ二重化、空調管理など必要です。エッジ
スイッチは、エリアの機器が最低１／２以上稼働できるように敷設してく
ださい。

134
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・19 インチラックにコアスイッチ及びサーバスイッチ等を必要数設置する
こと。

→サーバスイッチについて、必要なポート数、規格(1000BASE-T／
1000BASE-SX／10GBASE-SRなど)をご指定頂く事は可能でしょうか？

フロアスイッチは10G以上、コアスイッチは40G以上を想定します。その他
仕様は事業者の提案によります。

135
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設置す
ること。

→各フロアに必要なLANポート数についてご教示頂くことは可能でしょう
か？
また、現時点でご提供可能なフロアレイアウト図の共有をお願いいたしま
す。

フロアスイッチ、エッジスイッチともに居室に設置する機器を想定した提
案としてください。また、フロアレイアウトは事業者の提案によります。
なお、現時点で広尾病院が求める機能等を踏まえた想定の図として、「参
考資料５　参考計画図」もご参考としてください。

136
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 46 第２ ４ (２) ウ ⑥

・ＵＴＰケーブルは、納入時点で最速の速度性能を持つものを選定するこ
と。

→Cat6（最大通信速度は1Gbps）想定で宜しいでしょうか。

現時点では、ご理解のとおりです。

137
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑥

表中の項目「無線ネットワーク」に「無線ネットワークは入院患者用、外
来用、職員用を計画し、・・・」とありますが、各々のＬＡＮは下記の対
応と考えて宜しいでしょうか？
①入院患者用⇒「医療情報システムネットワーク」、「院内インターネッ
ト回線」
②外来用⇒「患者用インターネット回線」
③職員用⇒「院内ＬＡＮ」、「医療情報システムネットワーク」、「院内
インターネット回線」

対応関係はご理解のとおりです。なお、現時点の想定として、無線ネット
ワークには、電子カルテ用、医療機器モダリティ用、院内ＬＡＮ用、患者
用があります。院内ＬＡＮ用と電子カルテ用は物理的に別を想定しており
ます。電子カルテ用と医療機器モダリティ用、院内音声通話用などはVＬＡ
Ｎなどで分離するも、物理的には一つを想定しております。患者用は物理
的に分離が望ましい（周波数帯含め）ですが、事業者の提案により、厳密
な帯域制限、分離ができるなら電子カルテ用にVＬＡＮ等のネットワーク仮
想化技術で構築してもかまいません。
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138
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑥

表中の項目「無線ネットワーク」に「病棟内については、医療機器用の専
用アクセスポイントと、その他一般用アクセスポイントの２系統を整備す
ること。」とあります。同一のアクセスポイントを使用することによる懸
念点等があれば（２系統のアクセスポイントを整備する理由があれば）お
聞かせ頂けますでしょうか。
また、医療機器用と、その他一般用は、「院内ＬＡＮ」、「医療情報シス
テムネットワーク」、「院内インターネット回線」、「患者用インター
ネット回線」のＬＡＮの内、各々、どのＬＡＮを想定されておりますで
しょうか？

懸念点について、現時点の想定として厳密な帯域制限、接続周波数の制御
が可能であれば、同一ＡＰでのＶＬＡＮ構築でも問題はありません。
なお、医療機器用は、「院内ＬＡＮ」「医療情報システムネットワーク」
「院内インターネット回線」、その他一般用は「患者用インターネット回
線」を想定していますが、詳細は設計時に調整することを想定していま
す。

139
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑥

・全館で無線ネットワークを使用できるものとすること。特に電子カルテ
の集約化等のため、職員用無線ネットワークは新設病院全体で利用できる
よう整備すること。
→エレベーター内、トイレ、倉庫、設備室などすべて必要でしょうか？

エレベーター内、トイレ、倉庫、設備室などすべて必要です。

140
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑥

現状の有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ環境についてお伺いしますが、認証サー
バ、証明書サーバはどこのメーカの何の製品をご利用でしょうか？システ
ム（データ）移行に関わるため、お伺いしております。

現状の無線ＬＡＮおよび管理装置、位置情報サーバ含め、シスコです。今
後の保守等を考慮しメーカー選定を提案してください。別メーカーにする
場合は、受けるサーバー側のプログラムの改修費用を見込んでください。

141
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
情報通信設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑥

「無線ネットワークについては、電話設備の携帯用電話機と合わせて、病
院業務に最適な環境を提案すること。」とありますが、携帯用電話機の想
定使用者（医師、看護師、人数等）をご教示いただけますでしょうか。

医師、看護師、その他病院内で業務に当たる病院機構職員、一部の委託職
員を想定しています。また、人数は提案時点においては580人と想定して下
さい。
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142
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑦

電話交換室は、24時間運用と考えてよろしいでしょうか。 要求水準書（Ⅳ 維持管理・運営業務編 （２）広尾病院及び新設職員宿舎
棟）第１の８（４）イに示す時間は電話交換室で取次を行い、その他の時
間帯の対応方法は提案によります。

143
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 47 第２ ４ (２) ウ ⑦

既存広尾病院でのＮＴＴ引込回線数（光、メタル）をご教授ください。
また使用している外線数と予備回線数をご教授ください。

参考までに、現状は50回線程度で、以下の案件もあります。
・緊急地震速報取得用光回線
・翻訳用インターネット回線
・電子マネー決済用回線
・災害時用携帯電話(２回線）
・小児用ホットライン回線
・物流管理用端末回線
・自動支払機に係る回線
・放射線検査予約システム回線

外線数等に関してはNo.145を参照ください。

144
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

・無線基地局を設置し、無線基地局からの呼出しを端末に接続する。ま
た、ナースコールシステムとの接続を行い、患者からの呼出しに対応する
こと。

→ここでの無線基地局とは、無線LANアクセスポイントの活用をご想定の認
識でよろしいでしょうか？

現時点ではご理解のとおりですが、今後新しいシステムが開発された場合
は最新システムも検討してください。

145
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

・固定電話の実装台数は予備機を含め、適切な台数を見込むこと。

→各電話機の必要台数(中継台、アナログ電話、デジタル電話、スマート
フォン、PHS)についてご教示をお願いいたします。

現在ＰＢＸ（電話交換機）に設定されている状況です。
〇電話交換機　実装について
アナログ局線　49回線
メールサーバー用ＩＳＤＮ　16回線
多機能実装　32回線
一般内線実装　688回線
ＰＨＳアンテナ実装　96回線
中継台　３回線
ＬＤ専用線(東京都防災無線用)　12回線
ページング（放送設備連動）　８回線
ナースコール（ＮＣ）連動　48回線
ＩＶＲ連動　６回線

〇端末接続台数について
多機能電話機　24台
一般電話機　688台
ＰＨＳアンテナ　93台
ＰＨＳ子機　673台
中継台　3台

146
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

「固定電話の実装台数は予備機を含め適切な台数を見込むこと。」とあり
ますが、何台想定されていますでしょうか。

No.145の回答を参照してください。
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147
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

「固定電話の実装台数は予備機を含め、適切な台数を見込むこと。」とあ
りますが、現状のPBXの規模や固定電話の台数をご教示いただけますでしょ
う。

No.145の回答を参照してください。

148
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

・携帯通話端末 は、全ての内線から呼出し及び通話を可能とすること。

→携帯通話端末とは、キャリア回線のSIM(070/080/090番号)が入っている
端末ではなく、PHS置き換えとしての内線専用の電話機という認識でよろし
いでしょうか？

調達対象の携帯通話端末全てが、キャリア回線又はプライベート４Ｇ等を
使用した外線通話及び内線通話が可能なシステムを提案してください。ま
た、現状ｉＯＳにてアプリケーションを開発しているため、それらのアプ
リケーションが動作するスマートフォンとしてください。
なお、機構では今後、スマホを活用したＤＸの取組を強力に推進していく
方針であり、その内容に即した提案としてください。

149
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

・広尾病院と広尾看護専門学校は別のシステムとして単独で機能するシス
テムを構築すること。

→それぞれ別の電話交換機配下で運用できる必要がある、という認識でよ
ろしいでしょうか？
その場合、別システム交換機同士は通話できるように接続する必要がござ
いますでしょうか？必要な場合、接続同時通話数など想定がございました
らご教示ください。
また、広尾病院・広尾看護専門学校のそれぞれで想定されている電話機数
量(中継台、アナログ電話、デジタル電話、スマートフォン、PHS)をご教示
頂くことは可能でしょうか？
また、通常電話機設備のほか通話録音装置、自動案内ガイダンス（IVR）な
どのご要望がありましたら、ご教示ください。

ご理解のとおりです。なお、看護学校の電話交換機は広尾病院と別システ
ムとして計画しますが、常時、災害時共に広尾病院との連絡用として臨時
実習時のやりとりや総務課への連絡用として内線電話回線が必要です。回
線数等については事業者の提案によります。
現状の電話機等台数について広尾病院はNO.145を参照してください。広尾
看護専門学校は中継台０、アナログ電話０、デジタル（固定）電話３９、
スマートフォン１、ＰＨＳ０、ＰＢＸ１です。
要望として広尾病院・広尾看護専門学校ともに、相手側番号表示、ＩＶＲ
接続を計画してください。

150
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
電話設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑦

携帯電話不感知対策については、通信事業者工事となりますので事業者調
達対象外と考えて宜しいですか。

患者が使用する携帯電話についてはご理解のとおりですが、病院職員等が
使用するものについては事業者対応と想定しています。

151
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
時計設備 48 第２ ４ (２) ウ ⑧

・ＮＴＰサーバ機能を持ち、ネットワーク上で接続するシステムにより時
刻の同期をとることが可能な計画とすること。

→NTPサーバもネットワーク導入業者での対応範囲になるでしょうか？

事業者の対応範囲とします。
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152
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
拡声放送設備 49 第２ ４ (２) ウ ⑨

「大講堂や会議室等には、研究発表や講演会等に対応できる映像及び音響
設備を設置すること。」に関して、「会議室等」の対象室を具体的にご教
示ください。

大講堂、会議室、災害研修室です。

153
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
テレビ共同受信設備 49 第２ 4 (２) ウ ⑩

CATV用空配管を設ける旨の記載がありますが，増幅器についてはCATV対応
が必要でしょうか。

事情によりアンテナで受信できずＣＡＴＶとなる場合の増幅器はＣＡＴＶ
対応とします。

154
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ナースコール設備 49 第２ ４ (２) ウ ⑪

・病棟部分のナースコールについては、１床１回線の同時通話式システム
とすること。

→ナースコール制御装置は何式導入のご予定でしょうか？また、電話交換
機との接続はIP／デジタルのどちらをご想定でしょうか？
また1制御装置あたり、同時に最大電話機何台の呼び出しを想定されており
ますでしょうか？

事業者の提案によりますが、同時最大接続は、現在ナースコール親機に対
して８回線同時ですので、それ以上であることを想定してください。具体
的には１病棟あたり最大８以上です。

155
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

ITV設備の仕様を検討するにあたり、参考として既存病院のITV設備につい
ての設計図書や仕様を開示頂けないでしょうか。

「参考資料29　ＩＴＶ施工図」を別途提供します。

156
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

本要求水準書37貢_第2_4_設備計画には「新設病院等を対象とすること」と
記載があり、ITV設備に関する要求水準には「下記の場所の必要な箇所に状
態監視用のカメラを設置し・・・」と具体的な記載があり、更には「建築
物内外の防犯及び災害時の避難誘導のため、供用部分等（エレベーターや
廊下・・・駐車場等）の必要と思われる場所に・・・」と記載されていま
すが、ITVカメラについてご想定されている対象施設が曖昧なためご教示い
ただけますでしょうか。

対象施設は事業者の提案によりますが、要求水準書Ⅲ（２）p.51などをふ
まえ、提案してください。詳細は事業者の提案を踏まえ設計時に協議の上
で決定します

157
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

無影灯組込ＩＴＶカメラ及び顕微鏡ＩＴＶカメラに対応する配管を設置の
こととありますが、カメラ設備は発注者が別途手配する理解でよいでしょ
うか。

事業者の対応範囲です。

158
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

ハードディスクに24時間かつ1ヶ月以上の記録が可能な映像記録装置を設置
することとありますが、RAID等の冗長化対策は必要でしょうか。

ＲＡＩＤ等の冗長化対策は必要です。
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159
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

監視カメラの形状はドーム型、ボックス型等の指定があればご教示くださ
い。

事業者の提案を踏まえ、設計時の協議とする予定です。

160
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
ＩＴＶ設備 51 第２ ４ (２) ウ ⑭

各所に設置されるモニターの大きさや台数については指定があればご教示
ください。

事業者の提案を踏まえ、設計時の協議とする予定です。

161
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
警備設備（入退室管理） 52 第２ ４ (２) ウ ⑯

「広尾看護専門学校と連携可能な仕様とすること」とありますがそのご意
図としては、要求水準書(Ⅳ　維持管理・運営業務編　(3)広尾看護専門学
校)_10貢_第1_6_(4)要求水準_ア警備に、広尾看護専門学校の開講時間外に
おいて「看護職員が臨時に出勤した時には、広尾病院の防災センター等に
連絡することで開錠及び施錠ができるような体制とすること」とあるよう
に、防災センターから広尾看護専門学校を遠隔で施開錠することができれ
ば要求水準を達成することができるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、看護学校側で設置する監視カメラの映像は、防災
センターでも確認できるように整備してください。

162
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
警備設備（入退室管理） 52 第２ ４ (２) ウ ⑯

警報装置を設置する職員の更衣室及び当直室には仮眠室も含まれますか。 事業者の提案を踏まえて、設計時の協議とします。

163
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
警備設備（入退室管理） 52 第２ ４ (２) ウ ⑯

「徘徊患者を監視する為、リストバンド等のシステム導入を行うこと」と
あり、実施方針等に関する質問への回答No.172では、患者徘徊の有無がシ
ステムで分かればよいとご回答いただきましたが、患者がどのようなエリ
アを出ればシステム上で徘徊とみなすのかを具体的にご教示いただけます
でしょうか。

当該病棟を離れた際を想定しています。位置情報システムと連動したもの
での提案に期待します。

164
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
警備設備（入退室管理） 52 第２ ４ (２) ウ ⑯

警備設備（入退室管理）の仕様を検討するにあたり、参考として既存病院
の警備設備（入退室管理）についての設計図書や仕様を開示頂けないで
しょうか。

開示できる資料はありません。
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165
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
警備設備（入退室管理） 52 第２ ４ (２) ウ ⑯

本要求水準書37貢_第2_4_設備計画には「新設病院等を対象とすること」と
記載があり、警備設備（入退室管理）に関する要求水準には「広尾病院の
運用に合わせて、・・・構築すること。」と記載されており、更には本要
求水準書75貢_仮設棟の電気設備に関する要求水準には「仮設建物ではある
が・・・第2_施設計画に関する要求水準_4_設備計画に準ずること」とあり
ます。つきましては、本要求水準書に定める当該設備の導入対象施設は新
たに設立する広尾病院及び仮設棟のみという理解でよろしいでしょうか。

新設病院等及び仮設棟等とご理解下さい。

166
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
給水設備 60 第２ ４ (４) ウ ②

「水道水は、上水、雑用水の系統ごと受水槽に直接給水できるように別々
に配管する」とありますが、都水道水を2引込するということでしょうか。

都水道水は１引込としてそれぞれの受水槽へ給水します。

167
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
給水設備 60 第２ ４ (４) ウ ②

植栽への散水は雨を最大限利用するともに必要応じて自動灌設備けこと、
とありますが、必要に応じての解釈は提案者側からの観点以外にございま
すか。

事業者の提案によります。

168
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
医療ガス設備 62 第２ ４ (４) ウ ⑦

酸素の貯蔵量は、CEタンクの満量分が14日分と考えてよろしいでしょう
か？なお、JIS規格（JIS T 7101）では、タンク満量分の2/3が10日分（=
満量分で15日分）、加えて予備酸素分が1日分の計16日分が規定されていま
す。

液体酸素は14日分の使用量を備蓄できるよう容量を確保してください。

169
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
調理設備 63 第２ ４ (４) ウ ⑨

現地見学会にて、既存厨房外部に手洗用と思われる次亜塩素タンクが設置
されていましたが、新設厨房には不要と考えていよろしいでしょうか。設
置する場合は備品扱いと考えてよろしいでしょうか。

消毒設備については事業者の提案によります。
なお、病院機構では、構築物、器械及備品で取得価額が50 万円以上かつ、
耐用年数が１年以上のもの、土地、建物、建設仮勘定その他これらに準ず
るものは固定資産として扱います。

170
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
エレベーター 64 第２ ４ (５) ア

栄養科搬入用エレベーターは、直接搬入階に車がつけられる場合は、不要
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

171
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
エレベーター 64 第２ ４ (５) ア

「エレベーターは、次に示す用途のものを設置すること。ただし台数につ
いては 病院運営に配慮しつつ 、適切な規模と交通計算等に基づいて適切
に提案すること。」と記載がありますが、交通計算等に基づき機能・運営
に支障がないと判断される場合においては、兼用することも可能であると
考えて宜しいでしょうか。

エレベーターの兼用は認めません。
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172
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
エレベーター 65 第２ ４ (５) ア

患者家族宿泊者・職員用のエレベーター用途が患者家族搬送用と職員搬送
用と記載されていますが、兼用と考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案によります。

173
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
機械搬送設備 65 第２ ４ (６)

既存病院には天井走行の自走台車がありますが、既存使用継続エリアに関
しては、運用を継続するものと考えてよろしいでしょうか。

事業者の提案によっては、別館を除く既存病院を一部取り壊した際に、自
走台車の運用が不可能になりますので、事業者はそれにかわる搬送手段を
物品・物流管理業務の中で提案してください。

174
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
自走台車の運用 65 第２ ４ (６)

既存病院において自走台車を運用されていますが、解体工事に伴い使用で
きない部門、系統が生じると思われます。解体後については自走台車を使
用しないと考えれば宜しいでしょうか。

No.173の回答を参照してください。

175
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

医療機器等の調達業務
調達対象

68 第３ ２ (１) イ

調達対象「付属資料4　医療機器等参考リスト」において、記載された医療
機器等とする。となっておりますが、「付属資料4　医療機器等参考リス
ト」に「リスト」の記載がないように見受けられます。ご開示下さい。

「付属資料４　医療機器等参考リスト」を修正し、再提供いたします。

176
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
業務内容

70 第３ ２ (３) ア

「施設整備の各段階における移転元（既存病院、既存病院別館、さくら
寮、レドマス、仮設棟及び仮置き場等 ）から移転先への物品の移設、引越
業務の実施」とありますが、“入院患者の搬送”は本業務及びSPC業務の対
象外であるとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

177
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
対象物品

70 第３ ２ (３) イ

対象物品には、病院機構側で整備する医療情報システム、端末、モニ
ター、プリンター等は移設品に含まない認識で宜しいでしょか。

移転実施前に病院機構側で整備・設置されたものは移設品に含まれます。
また事業契約書（案）第61条に記載の通り、事業者による調査結果をもと
に双方による協議により移転対象物が確定した段階で費用の差異が生じた
際にはサービス対価Ｃを変更します。

178
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
対象物品

70 第３ ２ (３) イ

書籍・文書・薬品・病理標本などは、箱詰めから棚や引き出しの収納まで
の作業となりますでしょうか。

書籍・文書は病院側で箱詰め・収納を行います。薬品・病理標本は病院職
員立会いで事業者側にて箱詰め・搬送・収納を行っていただきます。但
し、劇薬・麻薬等の免許が必要なものは病院側にて箱詰め・搬送・収納を
行います。

179
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
対象物品

70 第３ ２ (３) イ

医療機器等については、メーカーやベンダーでないと移設できないものが
あります。また、設置にあたり工事費がかかる場合もある為、そのような
機器等はございますでしょうか。あるようでしたらリスト等を頂きたく存
じます。

現時点ではリストはありません。また事業契約書（案）第61条に記載の通
り、事業者による調査結果をもとに双方による協議により移転対象物が確
定した段階で費用の差異が生じた際にはサービス対価Ｃを変更します。
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180
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
移設対象物品想定量

70 第３ ２ (３) ウ

「その他薬品、病理標本等、院内物流物品、リネン類、絵画等調度品は、
既存病院の規模等から想定すること。」とありますが、「院内物流物品」
「リネン類」に具体的に何が含まれるかご提示ください。

院内物流物品には、診療材料、医療用消耗備品、一般消耗備品等の要求水
準書（Ⅳ維持管理・運営業務編（２）広尾病院及び新設職員宿舎棟）物
品・物流管理業務の対象物品が含まれます。リネン類にはシーツ類、ユニ
フォーム類、タオル類等が含まれます。また事業契約書（案）第61条に記
載の通り、事業者による調査結果をもとに双方による協議により移転対象
物が確定した段階で費用の際が生じた際にはサービス対価Ｃを変更しま
す。

181
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
移設対象物品想定量

70 第３ ２ (３) ウ

「その他薬品、病理標本等、院内物流物品、リネン類、絵画等調度品は、
既存病院の規模等から想定すること。」とありますが、「絵画等調度品」
は個別性の高い所有物のため、具体的な品目及び物量をご提示ください。

現時点で移転対象となる絵画等の調度品をリスト化した資料はございませ
ん。
なお、参考までに固定資産台帳上では絵画は17点あります。

182
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

移転業務
要求事項

71 第３ ２ (３) エ

「移設物品の仕分、梱包、養生にあたっては、業務の支承とならないよう
に行うこと。」とありますが、文書、薬品、消耗品類などで病院機構にて
実施される梱包作業、及び移転後の収納作業はありますでしょうか。

No.178の回答を参照してください。

183
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

施設計画
部門構成

72 第４ ２ (１) イ

段階整備手法によっては、仮移転先が不要な諸室もあるため、措定されて
いる仮設棟の規模を縮小することは可能でしょうか。

事業者の提案によります。

184
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

設備計画
電気設備

75 第４ ２ (３) ア

「第2 施設計画に関する要求水準 4 設備計画に準ずること」と記載があり
ますが，仮設棟の発電機容量については、現病院の運用段階中であると考
え、既存自家発電機による電力供給でよいと考えて宜しいでしょうか。

機械棟新設発電機からの供給とします。

185
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
構造計画 77 第５ ２ (２)

構造について立体駐車場の要求水準内では提案との記載がありましたが、
用途分類：Ⅲ類（用途係数1.0）で宜しいでしょうか。また、建築設備、非
構造部材に対する耐震性能も必要最低限という認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

186
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）
段階的整備業務 78 第６

例えば、仮設棟にネットワーク機器を新設するタイミングでは、既設の
ネットワーク機器とも接続する必要があるため、既設ネットワーク機器の
設定変更や試験等が必要になるケースもあるかと考えております。現状、
既設ネットワーク機器は、他のベンダ様が導入され、保守・運用中かと思
われますので、作業区分および既設機器の故障が発生した場合の区分（責
任）についてご教示いただけますでしょうか。
合わせて、既設のネットワーク構成図、設計書（設定情報）等を提供して
頂くことは可能なものでしょうか。

作業区分及び既設機器の故障が発生した場合の区分（責任）について、本
事業に起因するものは事業者の責任と想定していますが、詳細は事業契約
締結後の協議によります。
後段の構成図等について、提供できる資料はありません。

187
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

新設病院熱源・機械棟建
設
電気工事

81 第６ ２ (２) イ ③

「既設病院内に設置されている既設の放送アンプ架、電話交換機、サー
バ、中央監視、自火報等の弱電機器より仮設配線敷設、機器の増設、仮設
棟内機器設置及び調整を行うこと。」とありますが、既設電話交換機は、
他のベンダ様が導入され、保守・運用中かと思われますので、調整（設定
変更、試験等）等の作業区分および既設機器の故障が発生した場合の区分
（責任）についてご教示いただけますでしょうか。
合わせて、既設電話交換機の設計書（設定情報）、構成等を提供して頂く
ことは可能なものでしょうか。

作業区分及び既設機器の故障が発生した場合の区分（責任）について、本
事業に起因するものは事業者の責任と想定していますが、詳細は事業契約
後の協議によります。
後段の設計書について、提供できる資料はありません。
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188
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

新設病院西側建設
基本的事項

85 第６ ２ (６) ア

「新設病院西側では原則として下記の部門の運用を可能とすること。」と
一覧表に部門の記載がありますが、病棟については、病院２期が完成する
までは既存病棟を使用することも可能と考えて宜しいでしょうか。

新設病院西側運用開始時は原則として要求水準書に記載のある部門を運用
することを想定しています。

189
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

新設病院西側建設
建築工事

85 第６ ２ (６) イ ②

「既存病院東側の使用していないエリアを、仮医局として改修を行うこ
と。」と記載がありますが、仮設棟医局に加えて、既存建物の一部を医局
として改修する必要があると考えて宜しいでしょうか。

新設病院を二段階で整備する場合などにおいて、仮設棟のみでは諸室が不
足する場合、既存病院東側の使用しなくなったエリアを改修することで、
仮医局などとして使用することも想定しています。

190
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（2）病院

編）

既存病院西側解体
電気工事

86 第６ ２ (６) イ ③

「新設病院で整備する電話システムを既存病院本館、仮設棟、新設病院熱
源、機械棟内でも使用可能なように電話機を設置し、携帯端末はどの場所
でも無線接続が使用可能なように無線基地局等設置を行うこと。」とあり
ますが、既設（既存）建屋内で新電話システムを使用するのは、どのよう
な理由なのかご教示いただけますでしょうか。また携帯端末は“どの場所
でも”との事ですが、実際には、携帯端末の使用が想定されるエリア（協
議の上、決定させて頂く）という認識で問題ないでしょうか。

既存病院を運営継続しながら新設病院を建設するシームレスな建替を計画
しているため、既存病院にも新電話システムを導入し運用します。
範囲に関しては既存病院、新設病院、仮設棟を想定していますが、具体的
なエリアは設計時に協議の上で決定する予定です。

191
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
災害への対策 ２ 第１ ２ (１) ウ

『模擬病棟は、災害時に隣接する広尾病院の病棟として稼働できるよう
に』とのことですが、病院棟のシステムが使える必要（連携）があります
でしょうか。

病院棟のシステムが使える必要があります。

192
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
セキュリティ ６ 第２ １ (４) ア

看護学生と職員用のICカードは事業者で調達することとありますが、調達
費用はサービス対価に含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

193
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
セキュリティ ６ 第２ １ (４) ア

看護学生と職員用カードの再調達は実施方針等に関する質問への回答
No.153に従って事業の対象外と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

194
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
セキュリティ ６ 第２ １ (４) ア

ICカードと学生証を一体化しない提案の場合、看護学生と職員用カードの
デザインは何種類必要でしょうか。また、そのうち顔写真、氏名等の個人
情報の印刷が必要なものはどれになりますか。顔写真、氏名等の印刷が必
要な場合、そのデータは病院機構様からご共有いただけるという理解でよ
ろしいでしょうか。

セキュリティカードと学生証を一体化することを想定しています。
データについては必要に応じて、病院機構又は都から共有することを想定
しています。
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195
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
セキュリティ ６ 第２ １ (４) ア

ICカードと学生証を一体化する提案の場合、看護学生と職員用カードのデ
ザインは何種類必要でしょうか。また、そのうち顔写真、氏名等の個人情
報の印刷が必要なものはどれになりますか。顔写真、氏名等の印刷が必要
な場合、そのデータは病院機構様からご共有いただけるという理解でよろ
しいでしょうか。

事業者の提案を踏まえて設計時の協議とします。データについては必要に
応じて、病院機構又は都から共有することを想定しています。

196
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
セキュリティ ６ 第２ １ (４) ア

「ICカードは学生証との連携も可能なシステムとすること」という一文が
よく理解できないため、具体的に何を求められているのかご教示くださ
い。

セキュリティカードと学生証を一体化することを想定しています。

197
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
屋上緑化 ７ 第２ １ (６) エ

散水設備は必要に応じてタイマー作動式とすること、とありますが電気
式・乾電池式等の縛りはございますか。

事業者の提案によります。

198
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
階層構成 ８ 第２ ２ (２)

階層構成は、参考であり、事業者の提案によることでよろしいでしょうか ご理解のとおりです。

199
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
バックアップ電源の充実 18 第２ ４ (２) イ ① (イ)

広尾看護専門学校の機能上重要な負荷に、情報通信機器は含まれますで
しょうか？（情報通信機器は非常電源の対象外でしょうか？）

情報通信機器も含みます。
商用電源の途絶後、非常用発電装置による電力供給が行われるまではUPSで
供給し、非常用発電装置稼働後は非常用発電装置から供給される計画とし
てください。

200
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
受変電設備 20 第２ ４ (２) ウ ① (イ)

受変電設備の屋外設置は可能でしょうか。 設置場所に関して、屋内外の指定はありません。

201
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
非常用発電設備 21 第２ ４ (２) ウ ① (ウ)

表「発電機対象負荷（参考）」の「その他の重要な負荷」－「管理用」に
「ネットワークスイッチ及びハブ（重要系統のみ）」とありますが、フロ
アスイッチ及びエッジスイッチはどこまで含まれますでしょうか？

重要系統の範囲については事務室・教務室、警備員室、体育館、この他災
害時に利用する箇所等を想定していますが、詳細は設計時に協議の上で決
定する予定です。

202
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
警報設備 22 第２ ４ (２) ウ ②

看護学校の警報は広尾病院防災センターで確認はしなくてよいと考えて宜
しいでしょうか。

看護学校及び病院相互の警報が確認できるように計画してください。要求
水準書を修正します。

203
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

校内インターネット用LANに接続されるインターネット回線（ISP回線）の
選定及び調達、費用負担は病院機構が実施する認識でよいでしょうか？ま
た、都専用ネットワーク、情報処理室用回線、図書検索・図書管理システ
ム用回線についても同様に選定及び調達、費用負担は病院機構が実施する
認識でよいでしょうか？

費用負担は病院機構又は都とします。
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204
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

「都専用ネットワーク（ＴＡＩＭＳ）」は外部に接続されるプライベート
なネットワークという理解ですが、「情報処理室用回線」及び「図書検
索・図書管理システム用回線」は、校内に閉じたネットワークでしょう
か？また、これらのＬＡＮは、広尾病院や職員宿舎棟からの接続は想定さ
れていますでしょうか？

「情報処理室用回線」及び「図書検索・図書管理システム用回線」はいず
れも閉じた回線です。
「都専用ネットワーク（ＴＡＩＭＳ）」について、広尾病院や職員宿舎等
からの接続は想定していません。

205
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

各エリア、居室等で必要な有線ＬＡＮのポート数をご提示頂けないでしょ
うか。

事業者の提案によります。

206
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

無線ＬＡＮが必要なフロア（階）について、ご教示頂けないでしょうか。
（当該フロアは、全てのエリア、居室等で無線ＬＡＮが必要という理解で
おります。）

校長室、教務・事務職員室、教室、実習室、体育館等学校運営に直接的に
関わるエリアには必要です。

207
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

「ＴＡＩＭＳ系統」「情報処理室用系統」「図書検索・図書管理システム
用系統」のスイッチ関連は、都側の整備と考えてよろしいでしょうか。詳
細区分表をご提示いただけますでしょうか。

全て事業者負担とします。詳細区分については提供できる資料はありませ
ん。

208
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 23 第２ ４ (２) ウ ⑥

『必要な機器配置スペースや配線用配管や配線ラック等を設置し、配線
ルートの確保を行うこと。』とありますが、19インチランクを想定すると
して、何ラック分のスペースが必要か目安があれば、ご提示いただけます
でしょうか。

ネットワーク構成を踏まえて事業者の提案によります。

209
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 24 第２ ４ (２) ウ ⑥

「19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設置す
ること。」とありますが、フロアスイッチとエッジスイッチの使い分けに
ついて、何かお考えがございましたらお聞かせ頂けますでしょうか。

事業者の提案によります。

210
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 24 第２ ４ (２) ⑥

・19 インチラックにコアスイッチ及びサーバスイッチ等を必要数設置する
こと。

→サーバスイッチについて、必要なポート数、規格(1000BASE-T／
1000BASE-SX／10GBASE-SRなど)をご指定頂く事可能でしょうか？

事業者の提案によります。
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211
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 24 第２ ４ (２) ⑥

・19 インチラックにフロアスイッチ及びエッジスイッチ等を必要数設置す
ること。

→各フロアに必要なLANポート数についてご教示頂くことは可能でしょう
か？
また、現時点でご提供可能なフロアレイアウト図を共有頂くことは可能で
しょうか？

フロアスイッチ、エッジスイッチともに居室に設置する機器を想定した提
案としてください。また、フロアレイアウトは事業者の提案によります。
なお、現時点で広尾看護専門学校が求める機能及び動線等をイメージ化し
たものとして、「参考資料５　参考計画図」をご参考としてください。

212
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 24 第２ ４ (２) ⑥

・ＵＴＰケーブルは、納入時点で最速の速度性能を持つものを選定するこ
と。

→Cat6（最大通信速度は1Gbps）想定で宜しいでしょうか。

提案時においてはご理解のとおりです。

213
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
情報通信設備 24 第２ ４ (２) ⑥

・全館で無線ネットワークを使用できるものとすること。特に電子カルテ
の集約化等のため、職員用無線ネットワークは新設病院全体で利用できる
よう整備すること。

→ここでの全館とは、エレベーター内、トイレ、倉庫、設備室などを含め
すべてのエリアに必要でしょうか？対象外として問題ないエリア想定がご
ざいましたらご教示頂くことは可能でしょうか？

No.206の回答を参照してください。

214
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
電話設備 24 第２ ４ (２) ウ ⑦

「引込は、広尾看護専門学校単独で引込む計画とし、光ケーブルを検討す
ること。」とありますが、19頁に「災害時の対策として、アナログ回線と
の併用も行うこと。」と記載もあるため停電用のアナログ回線も必要と考
えますが、認識に相違はないでしょうか。

ご理解のとおりです。

215
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
電話設備 24 第２ ４ (２) ウ ⑦

「交換機に接続する局線については、広尾看護専門学校の現状の回線数等
を考慮し、適切な回線数を計画すること。」とありますが、現状の回線数
（INS、アナログ等、全て）をご教示いただけますでしょうか。

事業者の提案によります。
現在の回線は次のとおりです。
・ＩＳＤＮ回線３回線（固定電話２、ＦＡＸ１）
・ひかり回線１回線

なお、相談室、教務担当の通話が代表電話を介さずにできる様に交換機を
介さない直通回線を整備してください。
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216
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
電話設備 25 第２ ４ (２) ウ ⑦

「固定電話の実装台数は予備機を含め、適切な台数を見込むこと。」とあ
りますが、現状、運用されている固定電話の台数をご教示頂けないでしょ
うか。

39台です。

217
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
時計設備 25 第２ ４ (２) ウ ⑧

看護学校の子時計は体育館のみと考えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。

218
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
拡声放送設備 25 第２ ４ (２) ウ ⑨

拡声放送設備の、「映像・音響設備の設置を検討する」に関して、映像設
備の工事区分をご教示ください。

機器類の設置及び配管配線、調整全てを含みます。

219
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
テレビ共同受信設備 26 第２ ４ (２) ウ ⑩

学校内案内放送が配信可能なシステムとする旨の記載がありますが、映像
コンテンツは含まないと考えて宜しいでしょうか。

映像コンテンツを含みません。また、時間割、行事等の各種案内が表示可
能なシステムを整備してください。

220
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
ＩＴＶ設備 26 第２ ４ (２) ウ ⑬

ハードディスクに24時間かつ1ヶ月以上の記録が可能な映像記録装置を設置
とありますが、RAID等の冗長化対策は必要でしょうか。

ＲＡＩＤ等の冗長化対策は必要です。

221
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
ＩＴＶ設備 26 第２ ４ (２) ウ ⑬

監視カメラの形状はドーム型、ボックス型等の指定があればご教示くださ
い。

事業者の提案を踏まえ、設計時の協議とする予定です。

222
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
ＩＴＶ設備 26 第２ ４ (２) ウ ⑬

各所に設置されるモニターの大きさや台数については指定があればご教示
ください。

事業者の提案を踏まえ、設計時の協議とする予定です。

223
要求水準書（Ⅲ　施
設整備編　（3）看護

専門学校編）
空気調和設備 29 第２ ４ (３) イ ②

「衛生的で不純物の発散を極力抑えた方式の加湿器を設置すること」とあ
りますが、加湿器の設置が必要な部屋をご指示ください。

体育館を除き、空調する室は全て加湿を行ってください。

224
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

一体的な維持管理・運営
業務の提供

１ 第１ １ (１)

「１件100万円を超える既存病院等の修繕などの、事業期間中に病院機構及
び都が本事業外で別途行う施設改修及び修繕等の実施箇所についても、引
き続き本事業の維持管理・運営業務の対象とし・・・」と記載があります
が、概算費用の積算範囲について、お考えがございましたら、お聞かせ頂
けますでしょうか。

お示しできるものはありません。

225
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

一体的な維持管理・運営
業務の提供

１ 第１ １ (１)

病院機構及び都が、別途発注する業務とありますが、そちらの詳細をご教
示ください

要求水準書に記載している「病院機構及び都が、別途発注するその他の委
託業務」とは、本事業の維持管理・運営業務の対象となる施設等におい
て、病院機構が別途発注する全ての委託業務を指しています。
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226
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務範囲 ２ 第１ ２

維持管理・運営業務の業務範囲が既存病院等も含まれています。そうする
と既存の備品例えば防災センターの複合機、各社のロッカー、机、カウン
ター、ポール等々、企業が個別に準備しているもの以外、引き継いで使え
るという理解でよろしいでしょうか。もしそうであれば引継ぎリストを提
示いただけないでしょうか。

現時点で提供できる引継ぎリストはありません。
「参考資料17　既存病院設備等参考資料（令和３年度東京都立広尾病院建
物管理業務委託等）」等も参照のうえで、各業務で必要と考えられるもの
は新たに調達することを想定してください。実際に引き継げるものがある
場合には、別途協議することとします。

227
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務範囲 ２ 第１ ２ ※４

広尾看護専門学校における医療ガス設備保守管理業務は建築設備保守点検
業務の一部として実施するとありますが、医療ガス設備保守管理業務の12
か月点検時にのみ実施するという事でよろしいでしょうか？

広尾看護専門学校における医療ガス設備の点検は、要求水準書（Ⅳ 維持管
理・運営業務編 （３）広尾看護専門学校）p.４に記載の通り、常に正常に
作動するよう点検・保守等を実施してて下さい。詳細は事業者からの提案
によります。

228
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務対象 ３ 第１ ３

注釈※１において『「既存病院等」は既存病院、レドマス、既存の外構
等』と記載がありますが、「参考資料１　用語リスト」において『既存病
院：既存病院本館、既存病院別館、さくら寮及びレドマス』となっていま
す。
維持管理・運営業務の業務対象においては『「既存病院等」は既存病院本
館、既存病院別館、さくら寮、レドマス及び既存の外構等』という認識で
よろしいでしょうか。

定義について、要求水準書を修正します。

229
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務対象 ３ 第１ ３

「参考資料１　用語リスト」では『新設病院：新設病院熱源・機械棟、新
設病院西側及び新設病院東側』となっています。
この場合、注釈※１の「新設病院等」は『新設病院熱源・機械棟、新設病
院西側、新設病院東側、ドクターカー車庫、マニホールド棟、立体駐車場
及び看護学校渡り廊下』という認識でよろしいでしょうか。

定義について、要求水準書を修正します。

230
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務対象 ３ 第１ ３

注釈※１より、「既存病院等」には「既存の外構等」が含まれ、「新設病
院等」は「新設の外構等」が含まれないということでよろしいでしょう
か。

定義について、要求水準書を修正します。

231
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務対象 ３ 第１ ３ ※３

広尾看護専門学校における医療ガス設備保守管理業務は建築設備保守点検
業務の一部として実施するとありますが、医療ガス設備保守管理業務の12
か月点検時にのみ実施するという事でよろしいでしょうか？

No.227の回答を参照してください。

232
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

個別業務責任者 ７ 第１ ８ (１)

各個別業務責任者は、サービスプロバイダ業務編に定める統括業務責任者
及び委託業務統括業務の業務担当者の指揮の下で、維持管理・運営業務の
管理を行うため、維持管理業務については「事業者」又は「維持管理業務
を担う企業」が…とございます。この「事業者」は、代表企業、構成企
業、協力企業を指し、「維持管理業務を担う企業」は、「事業者」から委
託され維持管理を担う事業者外企業という理解でよろしいでしょうか。

「事業者」は本事業の実施に際して病院機構と事業契約を締結し、事業を
実施する特別目的会社を指します。「維持管理業務を担う企業」は、「事
業者」からの委託により維持管理を担う企業を指します。
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233
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

個別業務責任者 ７ 第１ ８ (１)

『各個別業務責任者が勤務シフト等により業務に従事しない時間帯は、不
測の事態や災害時等に迅速かつ的確に対応できるよう、他の業務従事者か
らあらかじめ責任者代理として定める』とありますが、各個別業務責任者
が互いに責任者代理になる事は可能でしょうか。

各個別業務責任者が互いに責任者代理になることは不可とします。

234
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（1）共通事項）

業務担当者 ７ 第１ ８ (２)

個別業務責任者の業務期間は「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共
通事項）第１の４　業務期間」に記載の期間という認識でよろしいでしょ
うか。
又、『各個別業務の業務実施時間中は常駐すること』とありますが、常駐
期間も上記と同様という認識でよろしいでしょうか。

個別業務責任者の業務期間はご理解のとおりですが、事前に各種計画書等
の提出や既存事業者からの引き継ぎを行うことも踏まえ、提案によって
「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(１)共通事項）第１の４　業務期
間」に記載の期間より早い期間から設置することも認めます。
常駐期間についても上記と同様です。

235
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

効率的な実施 １ 第１ １ (１) ア

「施設の運営等に支障がないよう、業務区分ごとに業務実施時間帯を設定
すること」とありますが、現施設にて行っている医薬品・検体搬送・書類
搬送・ベッド保守管理業務のそれぞれのスケジュールと搬送人数をご教授
いただくことは可能でしょうか？

機械搬送の活用や随時搬送しているものもあり、スケジュールや人数につ
いてはお示しできるものがないため、現時点で公表予定はありません。

236
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

建築設備保守管理業務
業務の対象

４ 第１ ３ (３)

業務の対象について『「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共通事
項）第１の３　業務対象」で定めた施設（新設看護学校を除く）に係る設
備とする』と記載されています。
上記において「既存の外構等」に係る設備は対象となっており、「新設の
外構等」に係る設備は対象となっておりませんが、その認識でよろしいで
しょうか。

新設の外構等に係る設備も対象となりますので、要求水準書（Ⅳ維持管
理・運営業務編（１）総則）の第１の３の記載を修正します。

237
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

建築設備保守管理業務 ４ 第１ ３

交換対象台数の実績について開示をお願い致します。 現状高性能フィルターの交換対象台数はオペ室やＩＣＵをはじめ136台で
す。フィルターの交換は清浄度測定の結果をもとに、必要に応じて実施し
ています。

238
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

関係機関への報告等 ６ 第１ ４ (２) ④

関係機関に提出する書類等の作成・提出・保管とありますが、関係機関に
提出する日常点検及び定期点検の報告書のコピーをいただけませんでしょ
うか？

「参考資料30　広尾病院における医療ガス設備保守管理業務に関する点検
作業報告書」を別途提供します。
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239
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

医療ガス設備保守管理業
務
業務の対象

６ 第１ ４ (３)

業務の対象について『「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共通事
項）第１の３　業務対象」で定めた施設（新設看護学校を除く）に係る医
療ガス設備とする』と記載されています。
上記において「既存の外構等」に係る設備は対象となっており、「新設の
外構等」に係る設備は対象となっておりませんが、その認識でよろしいで
しょうか。

対象となる設備がある場合、新設の外構等に係る設備も対象となりますの
で、要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編（１）総則）の第１の３の記載
を修正します。

240
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

医療ガス設備保守管理 ６ 第１ ４ (４) ア

「医療ガス設備保守点検指針」に準拠し、日常点検及び定期点検点検を行
うこととありますが、定期点検は3ヶ月点検（年2回）、6ヶ月点検（年1
回）、12ヶ月点検（年1回）を行うことでよろしいでしょうか？また、日常
点検及び定期点検の標準作業書のコピーをいただけませんでしょうか？

No.238の回答を参照してください。

241
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

医療ガス設備保守管理 ６ 第１ ４ (４) ア

「医療ガスの安全管理について別添２「医療ガス設備の保守点検指針」に
準拠しとありますが別添２資料がどこにあるかわかりませんでした。大変
申し訳ございませんが、コピーをいただけますでしょうか？

厚生労働省のHPの、医政発 0817 第６号令和２年８月17日厚生労働省医政
局長通知をご確認下さい。

242
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

器材・器具類の管理 11 第１ ７ (２) ②

「集中管理（台帳管理）」とは、一部の医療器材・器具の台帳を作成し、
どの部門にどの器材・器具が配置されているか及び保守や修理の記録等を
管理する、という理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

243
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

一部の医療器材・器具の
点検・保守業務
業務内容

11 第１ ７ (２)

一部の医療器材・器具の「所在管理」は、本業務に含まれていないとの理
解でよろしいでしょうか？
「どの部門に配置されているか」までは集中管理（台帳管理）で把握出来
ますが、実際に器材・器具がどこで使用されているのか事業者側では把握
出来ない、という趣旨となります。

ご理解のとおりです。またご指摘のように台帳上の配置と実際の配置に齟
齬が出ないような集中管理の仕組みをご提案ください。

244
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

一部の医療器材・器具の
点検・保守業務
業務内容

11 第１ ７ (２)

一部の医療器材・器具の「貸出管理」は、本業務に含まれていないとの理
解でよろしいでしょうか？
参考資料8に「外来部門（正面玄関設置、貸出用）」との記載があるため、
念のための確認となります。

ご理解のとおりです。

245
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

一部の医療器材・器具の
点検・保守業務
業務内容

11 第１ ７ (２)

一部の医療器材・器具等の盗難・紛失等が発生し、かつ、事業者に過失が
認められない場合、発注者の負担にて新たに調達するという理解でよろし
いでしょうか？

ご理解のとおりです。
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246
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

一部の医療器材・器具の
点検・保守業務
業務の対象

11 第１ ７ (３)

業務対象について『新設病院、既存病院、仮設棟に配置される～を対象と
する』と記載があります。
一方、「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共通事項）第１の３　業
務対象」では、業務の対象が『新設病院等、既存病院等、仮設棟等』と記
載されています。
「レドマス、既存の外構等、ドクターカー車庫、マニホールド棟、立体駐
車場、看護学校渡り廊下及び「仮設渡り廊下」の対象が変わってきます
が、どちらを正とすればよろしいでしょうか。

要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編（１）共通事項）第１の３　業務対
象の表及び要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編（２）広尾病院及び新設
職員宿舎棟）第１の７を修正します。

247
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

点検・保守及び修理 11 第１ ７ (４) ア

点検・保守計画の策定に影響しますので、参考資料8に記載されている器具
等は、維持管理・運営期間の開始時点で、全て適切に保守されており、修
理が必要な器具等は存在していない、という理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

248
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

点検・保守及び修理 11 第１ ７ (４) ア

点検・保守計画については、使用できる状態を保持することが満たされれ
ば、事業者の提案による点検頻度、保守頻度という理解でよろしいでしょ
うか？

ご理解のとおりです。

249
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

点検・保守及び修理 11 第１ ７ (４) ア

「外来部門に配置するものは、病院職員からの依頼又は必要に応じて、修
理及び所要の消毒や清掃等を行うこと」、と示されていますが、特に消毒
や清掃等について、想定される病院職員からの依頼の頻度をご教示願いま
す。

事業者の知見にて想定してください。

250
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

点検・保守及び修理 11 第１ ７ (４) ア

「所要の消毒や清掃等」とは、アルコール等を噴霧した上でのウエス等で
の拭き取り程度の簡易な消毒や清掃という理解でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

251
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

点検・保守及び修理 12 第１ ７ (４) ア

現在配置されている一部の医療器材・器具についての状態を把握させて頂
きたく、「点検・保守、修理」の過去一年分の実施記録をご教示下さい。

現在、ベッドや車いす等の修理については月80件程度修理を依頼している
ところです。参考として提供できる実施記録はありませんので、事業者の
知見にて想定してください。

252
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

一部の医療器材・器具の
点検・保守業務
業務実施

12 第１ ７ (４) イ

業務実施時間について、「これ以外の時間帯における業務実施を妨げるも
のではない」とありますが、これは事業者の提案に委ねるということであ
り、病院職員から時間外での業務実施を依頼されることはない、という理
解でよろしいでしょうか？

要求水準書での「～業務実施を妨げるものではない」という趣旨はご質問
にあるように事業者の提案に委ねるということですが、病院職員にとって
サービス向上に繋がるような業務実施時間に対する事業者からの積極的な
提案を期待します。
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253
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

業務内容
窓口

12 第１ ８ (２) ③

拾得物、遺失物の受付、記録作成とは、一次対応及び一次預かりのみで、
警察への提出は職員様にて行うという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

254
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

業務内容
電話交換

12 第１ ８ (２) ⑨

電話交換業務は防災センターで実施もしくは別の専用の部屋を設けるのを
想定されていますでしょうか。

防災センターとは別の部屋を設けることを想定しています。

255
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

業務内容
電話交換

12 第１ ８ (２) ⑨

電話交換機は何台設置を想定されているか。また、曜日や時間帯による稼
働台数の増減はあるのでしょうか。

想定台数を公表する予定はありません。既存病院における電話交換業務時
間帯及び稼働座席数は参考資料17「東京都立広尾病院建物管理業務委託」
の仕様書を参照してください。

256
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

保管警備業務
業務内容

13 第１ ８ (２)

現在、院内で使用している携帯端末の仕様を教えてください。 現在のＰＨＳ端末機種は下記のとおりです。
型式：ＷＸ０１ＪＲ
製造者名：日本無線株式会社
なお、６回線同時発話のＩＶＲ装置が接続されており、プッシュ型メッ
セージ機能、電子メール機能、ＨＴＭＬ表示機能があります。

257
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

保管警備業務
業務内容

13 第１ ８ (２)

調達対象である携帯端末（スマートフォン）はSIMカードが入っていない通
称"白ロム"の端末想定で宜しかったでしょうか。

No.148の回答を参照してください。

258
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

保管警備業務
業務内容

13 第１ ８ (２)

8 保安警備業務
(2)業務内容
携帯通話端末(スマートフォン)

→職員の各自端末はPHSではなくスマートフォンを利用する前提という認識
でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

259
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

保管警備業務
業務内容

13 第１ ８ (２)

「業務の実施に当たり、・・・効率的な実施体制を提案すること」とあり
ますが、事業者が警備員＋機械警備が最も効率的だと判断した実施体制を
提案した場合、その提案が明らかに合理性に欠ける場合を除き、機械警備
の導入対象施設は事業者提案に委ねられるという理解でよろしいでしょう
か。

事業者の提案も踏まえ、詳細については事業契約締結後に、協議の上で決
定する予定です。

260
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

警備 14 第１ ８ (４) ア

定位置警備は主に～と３か所の固定のポスト配置の仕様がございますが、
こちらのポストでは、定位置の監視警戒業務の他、例えば、出入管理や面
会受付、拾得物等の業務を兼務してもよろしいでしょうか。

要求事項を満たす限りにおいては、兼務も可とします。
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261
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

電話交換 14 第１ ８ (４) イ

夜間の電話交換業務も主要外国語による電話対応が必要でしょうか。ま
た、主要外国語とは日常会話レベル（英語検定３級程度）の対応という理
解でよろしいでしょうか。

いずれも要求水準を踏まえた、事業者の知見等を生かした提案に期待しま
す。

262
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

電話交換 14 第１ ８ (４) イ

8 保安警備業務
(4)要求事項
イ　電話交換

→通常、電話交換業務は保安警備業務に含まれるものではない認識です
が、保安警備業務内に含んでいる意図要望等がございましたらご教示下さ
い。

業務の区分は、現在の広尾病院における業務委託状況も踏まえて設定して
いるところです。

263
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

緊急時対応 15 第１ ８ (４) オ

オ　緊急時対応の中に「病院の院内感染対策マニュアルを基本とし、適切
な感染防止策を講じること。」と記載がございます。マニュアル開示をお
願いします。

「参考資料31　広尾病院における院内感染対策ガイドライン」を別途提供
します。

264
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境整備事業 17 第１ ９ (２) ⑤

現状の感染患者等が退出した後の病室の消毒作業は1日あたり何室程度実施
されていますでしょうか。

現在、1日当たり２件から10件程度実施しています。なお、消毒作業は紫外
線照射装置により実施しています。

265
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境整備事業 17 第１ ９ (２)

消毒作業の実績をご教授頂けますでしょうか。 No.264の回答を参照してください。

266
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境整備事業 17 第１ ９ (２) ⑤

感染症患者等が退出した後の病室の消毒作業ですが、指定消毒薬品、器
具、消毒方法などあればご教示ください。

指定はありません。事業者の知見にてご提案ください。
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267
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

リネン管理 17 第１ ９ (２) ⑦

現状の職員諸室寝具交換ですが、1日あたりの交換回数を教えていただけな
いでしょうか。

諸室ごとに、１日当たり１回です。

268
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

施設清掃 19 第１ ９ (４) ア

現在の消耗品の品目および使用量の実績をご教授頂けますでしょうか。 消耗品は、トイレットペーパー、石鹸、消臭剤、その他（ビニール袋、ゴ
ミ袋、便座除菌液、尿石除去剤、共用部で使用する手指消毒用アルコー
ル、分解清掃時の代替シャワーヘッド等）です。また使用料の実績はデー
タがないため提供できません。

269
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

清掃業務
業務実施

20 第１ ９ (４) ウ

現在の退室清掃の実績をご教授頂けますでしょうか。 さくら寮の退室清掃については、年間400件程度と想定してください。

270
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

清掃業務
業務実施

20 第１ ９ (４) ウ

病床ベッドメイクは業務対象外でよろしいでしょうか。対象の場合は現在
の頻度（退室時・定期）の実績をご教授頂けますでしょうか。

ご理解の通りです。

271
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

清掃業務
業務実施

20 第１ ９ (４) ウ

大型連休が連続した場合の作業を実施する必要があると都が判断した場合
は、協議の上実施すると記載がありますが、別途費用でしょうか。また、
過去に実施した実績をご教授頂けますでしょうか。

前段は事業範囲内です。後段はお示しできるデータがありません。

272
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

清掃業務
業務実施

20 第１ ９ (４) ウ

ウ　業務実施の中に「病院の院内感染対策マニュアルを基本とし、病院運
営に沿った院内幹線防止策を講じること。」と記載がございます。マニュ
アルの開示をお願いします。

No.263の回答を参照してください。

273
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

清掃業務
業務実施

21 第１ ９ (４) ウ

新設職員宿舎内の宿泊部門の退室清掃として、「生活用品の充足状況を確
認のうえ補充すること」とありますが、該当する生活用品とは具体的に何
を指しますでしょうか。また、当該生活用品の購入は病院機構という理解
でよろしいでしょうか。

トイレットペーパー、石鹸、消臭剤、ビニール袋、ゴミ袋などを想定して
います。また、生活用品は機構負担ではなく事業者負担です。

274
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境衛生管理業務
業務内容

21 第１ 10 (２)

環境別測定（電磁波・臭気・麻酔ガス）の測定場所とはどこを想定されて
ますでしょうか。

事業者からの提案を踏まえて、維持管理業務開始時の各種規定手引や各医
療機関における取り組み事例なども踏まえて、維持管理業務の開始までに
決定することと想定しています。

39 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

275
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境衛生管理業務
業務内容

21 第１ 10 (２)

空気環境調査とは外構に影響をあたえていないかの調査でしょうか。 このほか病院職員等の労働環境の安全維持を図ること等も目的と考えてい
ます。

276
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

総合的病害虫管理業務
（ＩＰＭ）

22 第１ 10 (４) イ

総合的病害虫管理業務（IPM）の中で使用する薬品等について都の承認を得
るためには、どのように申請をするのでしょうか。また、現状使えないと
分かっている薬品があればご教授ください。

事業契約締結後、業務計画書の提出までに病院機構と協議の上で承認を得
て下さい。
使用薬剤について、害虫及びねずみ駆除に使用する薬剤は、薬機法（昭和
３５年法律第１４５号）上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用い、
その他の農薬等化学物質は使用しないで下さい。

277
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境衛生管理業務
業務実施

22 第１ 10 (４) ウ

病院及び宿舎棟は、建築物衛生法で選任義務は無いという認識ですが、建
築物衛生法と同等の維持管理を求めることから、建築物環境衛生管理技術
者を所定の機関に届出の義務はなく、資格者を選任するという解釈でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

278
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境衛生管理業務
業務実施

22 第１ 10 (４) ウ

建築物環境衛生管理技術者を選任する事とありますが、病院は除外対象と
はならないのでしょうか。

No.277の回答を参照して下さい。

279
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

環境衛生管理業務
業務実施

22 第１ 10 (４) ウ

2022年4月1日の建築物における衛生的環境の確保に関する法律の改正にお
いて、2つ以上の特定建築物を兼任することができるようになりましたが、
同一敷地内にある病院と看護学校の建築物環境衛生管理技術者は業務の遂
行に支障がなければ兼任可能と考えてよろしいでしょうか。

法令の範囲内で、かつ業務遂行に支障がないという前提で、事業者の提案
によるものとします。

280
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

枯損木等処理 23 第１ 11 (２) ④

「天変地異による倒木処理」とありますが、対象樹木は事業者が整備した
植栽が対象と理解してよろしいでしょうか。

本業務における業務の対象については、事業者が整備した植栽や寄贈等に
より事業者以外の者が整備した植栽も対象となるほか、事業者の提案によ
り既存樹木を活用しながら緑化計画を行う場合に存置した既存樹木も対象
となりますので、要求水準書を修正します。

281
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

枯損木等処理 23 第１ 11 (２) ④

「天変地異」とは自然災害を指しますでしょうか。 ご理解のとおりです。なお、等には火災や騒乱などの人為的な現象のうち
通常の予見可能な範囲外のものも含みます。

282
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

植栽管理業務
業務内容

23 第１ 11 (２)

植栽剪定枝等の発生材処分先に指定はございますか。 指定はありません。
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283
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

植栽管理業務
業務内容

23 第１ 11 (２)

共通事項の基本方針では予防保全を基本とした維持管理を行うこと、と
なっていますが、現在農薬法では薬剤散布については予防散布でなく発生
時の防除散布の指導となっております。植栽の病害虫防除に限っては予防
でなく発生時防除の考え方で構いませんか。

薬剤の予防散布はやむを得ないとされている一方、日常的な観測によって
病害虫被害等を早期に発見し、被害を受けた部分の物理的防除により対応
するよう最大限努めるものと考えています。

284
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

植栽管理業務
業務対象

23 第１ 11 (３)

寄贈等により事業者以外の者が整備した植栽についても業務の対象とする
こと、とありますが、対象植栽のリストはご提示いただけますか。

「寄贈等により事業者以外の者が整備した植栽」については事業期間開始
後に寄贈等があった場合を想定しており、現時点でのリストはありませ
ん。また、No.58及びNo.280の回答も参照してください。

285
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

物品・物流管理業務
基本方針

25 第２ １ (１)

「診療材料及び医薬品等について、納入から消費に至るまでを中央で一元
的に管理する物流管理システムを構築し」とありますが、管理システムは
事業者が準備するという理解となりますでしょうか？

ご理解のとおりです。

286
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

物品・物流管理業務
業務内容

25 第２ １ (２)

「薬品や診療材料、医療消耗備品、一般消耗備品に関する、在庫・品質・
マスタ情報の管理を行う。なお、借用器材や預託品も含むものとする。」
とありますが、借用器材や預託品についての在庫・品質管理は対象外との
認識でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

287
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

診療材料・医療用消耗品
管理

26 第２ １ (２) ③

診療材料・医療用消耗備品管理業務の中央倉庫時間外請求受付対応業務に
ついて、時間外対応とは、平日22時までの対応業務という認識でよろしい
でしょうか？

ご理解のとおりですが、病院職員にとってサービス向上に繋がるような業
務実施時間に対する事業者からの積極的な提案を期待します。

288
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

物品管理 28 第２ １ (４) ア

「救命救急センターへの時間外・緊急搬送や、日帰り手術後の患者等に対
する定時以外の物品供給にも対応すること」とありますが、対象時間は、
平日のみ22時までの対応との認識でよろしいでしょうか？

ご理解のとおりですが、病院職員にとってサービス向上に繋がるような業
務実施時間に対する事業者からの積極的な提案を期待します。
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289
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

物品・物流管理業務
要求事項

28 第２ １ (４)

業務の対象について『「要求水準書（Ⅳ維持管理・運営業務編(1)共通事
項）第１の３　業務対象」で定めた施設とする』と記載されています。
上記において「既存の外構等」に係る設備は対象となっており、「新設の
外構等」に係る設備は対象となっておりませんが、その認識でよろしいで
しょうか。

No.230の回答を参照してください。

290
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

利便サービス業務に係る
共通事項
業務範囲

31 第３ １ (２)

現病院で既存の業務があるものについて、現状のメニュー・利用者数・利
用料金・売上金額をご教授頂く事は可能でしょうか。

現在提供可能な資料については「参考資料32　現在の広尾病院及び広尾看
護専門学校における　利便サービス業務の内容」を別途提供します。事業
者には施設利用者や職員、（業務によっては、広尾という立地も生かし）
近隣の方が利用しやすい工夫のある提案を期待します。

291
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

利便サービス業務に係る
共通事項
要求事項

31 第３ １ (３)

既存病院で事業者の入れ替えを行う場合の工事区分をご教示ください。ま
た、既存事業者との協議によるかと思いますが、設備等の継承を検討して
も宜しいでしょうか。

既存病院での事業者入れ替えを行う場合の工事については、利便サービス
業務に必要な施設・設備について、必要な工事や調達はすべて事業者で
行って下さい。
後段については、ご理解のとおりですが、既存事業者との契約は原則原状
回復としているところです。

292
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

利便サービス業務に係る
共通事項
要求事項

32 第３ １ (３)

【利便サービス業務における現金以外の支払い方法について】
「現金以外の支払い方法にも対応」とありますが、現金支払いが前提で成
り立っている利便サービス業務においては現金のみでもよいという認識で
よろしいでしょうか。例えばコインロッカーなど。

ご理解のとおりです。

293
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

利便サービス業務に係る
共通事項
要求事項

32 第３ １ (３)

【利便施設内の無線ネットワーク環境整備について】
「利便施設内にも無線ネットワークを整備すること」ありますが、無線
ネットワークの利用が考えにくい施設、例えばコインロッカーなどはその
限りでないという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

294
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

利便サービス業務に係る
共通事項
要求事項

32 第３ １ (３)

「利便施設内にも無線ネットワークを整備すること。」とありますが、例
えばコインロッカーや自動販売機などその場所における無線ネットワーク
の利用が考えにくい利便施設はその限りではないという認識でよろしいで
しょうか。

No.293の回答を参照して下さい。

295
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

売上分配金 32 第３ １ (５)

請求支払時期・方法をご教授下さい。
※例）年度開始月に年額一括請求払いなど）

売上分配金の支払い時期や方法については事業者決定後に協議の上で決定
する予定です。

296
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

売上分配金 32 第３ １ (５)

利便サービスの提供にあたり、将来的にコロナ禍のような市場環境の大き
な変化などにより継続が困難な事態となった場合、行政財産使用料の増減
免について協議をさせて頂く事は可能でしょうか。

具体的な状況を踏まえて、協議の可否を判断します。
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297
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

売上分配金 32 第３ １ (５)

施設使用料＝売上分配金という理解で宜しいでしょうか。また、分配率は
売上比率を提案するという理解で宜しいでしょうか。

いずれもご理解のとおりです。病院機構に支払うものは売上分配金、東京
都に支払うものは行政財産使用料とご理解下さい。

298
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

光熱水費 32 第３ １ (６)

既存病院の利便サービス施設には子メーターが付いておりますでしょう
か。また付いているのであれば、継承できますでしょうか。

子メーターはついています。継承の可否については、事業者決定後に協議
の上で決定する予定です。

299
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

自動販売機運営業務
業務内容

36 第３ ５ (１)

現病院の設置場所、台数、販売価格についてご教示いただけないでしょう
か。

No.290の回答を参照してください。

300
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

床頭台運営業務
要求事項

40 第３ ９ (２)

【個室病床の床頭台負担について】
「全ての個室病床については、料金徴収を行わない」とありますが、個室
病床のテレビ、床頭台等の設置費用・運営費用の負担はどのように解釈す
ればよろしいでしょうか。

床頭台運営業務または利便サービス業務全体で採算を確保できるよう工夫
を求めます。

301
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

クリーニング運営業務
要求事項

41 第３ 10 (２)

既存病院の受付窓口の場所については、病院機構から指定された場所とな
りますでしょうか。

ご理解の通りです。

302
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

入院セット運営業務
要求事項

41 第３ 11 (２)

既存病院の受付窓口の場所については、病院機構から指定された場所とな
りますでしょうか。

ご理解の通りです。

303
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

入院セット運営業務
要求事項

41 第３ 11 (２)

感染性リネンの取り扱いについて、病院からの指導要綱がありましたらご
教授いただけますでしょうか。
また、業者側からの感染対策の提示で事足りる場合、その限りではありま
せん。

平成５年２月１５日指第１４号厚生省健康政策局指導課長通知「病院、診
療所等の業務委託について」の衛生基準に則ってください。

304
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

駐車場運営業務
運営

42 第３ 12 (１) ①

駐車場料金自動支払機等とは、院内に設置する事前精算機、減免機などで
しょうか。また台数は提案で宜しいでしょうか。

いずれもご理解のとおりですが、駐車場料金自動支払機等は院外に設置す
るものも含みます。
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305
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

駐車場運営業務
要求事項

42 第３ 12 (３)

【駐車料金の設定について】
「駐車料金は病院機構が定める」とありますが、収益を鑑みて、事業者に
よる価格設定の提案は受け入れていただけるものでしょうか。

広尾病院ホームページに掲載されている現在の料金設定を基本としてくだ
さい。

306
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

駐車場運営業務
要求事項

42 第３ 12 (３)

駐車料金は、患者等に対する減免を考慮し、病院機構が定めるとあります
ので、ご教示ください。

広尾病院ホームページに掲載されている現在の料金設定を基本としてくだ
さい。

307
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

駐車場運営業務
要求事項

42 第３ 12 (３)

有人管理を行うにあたり、管理事務所はご提供頂けますでしょうか。 既存の管理事務所は適宜ご活用下さい。

308
要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（2）病院編）

駐車場運営業務
要求事項

43 第３ 12 (３)

緊急事態発生時には、30分以内を目安に現場に緊急対応要員を派遣可能な
体制を整備すること。とありますが、常駐員の対応（兼務）や他業務（保
安警備等）との連携による提案でもよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

309

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯業務
洗濯・補修

19 第２ １ (４) ア

特に汚れがひどいものは染み抜きを実施することとありますが、染み抜き
代は別途頂戴できるものとして考えて良いのでしょうか。

別途支払いは予定していません。

310

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯業務
洗濯・補修

19 第２ １ (４) ア

仕上げとしてプレスし、糊付けすることとありますが
商品や生地によってはノンプレス仕上げでも良いで
しょうか。

マットレスパッド、タオルケット、バスタオル、カーテンひも、カーテン
（レース）についてはノンプレス仕上げでも構いません。

311

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯業務
洗濯・補修

19 第２ １ (４) ア

回収時の時点でボタン取れ、ほころび、しみ、ファスナーの破損等があっ
た場合、補修について場合によっては修理代は、別途頂戴できるものとの
認識でよろしいでしょうか。

別途支払いは予定していません。

312

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯物の引き渡し及び仕
上がり物の納品

20 第２ １ (４) イ

「全ての引き渡し及び納品は、土曜日、…から翌１月
３日までは行わない」と記載がありますが、納品日の原則である「引き渡
し後の５日以内（引き渡し日を含む）」は平日のみを数えるという認識で
よろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。
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313

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯物の引き渡し及び仕
上がり物の納品

20 第２ １ (４) イ

納品方法はたたみ仕上げかハンガー納品のどちらを想定されておりますで
しょうか。

基本はたたみ仕上げです。ただし、式典で着用する白衣は、ハンガー納品
にしてください。

314

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

洗濯物の引き渡し及び仕
上がり物の納品

20 第２ １ (４) イ

納品・回収場所及び個所数が想定されている様であれば
お聞かせ頂きたいです。

詳細については事業契約締結後に協議の上で決定する予定です。

315

要求水準書（Ⅳ　維
持管理・運営業務
（3）看護専門学校

編）

自動販売機運営業務
業務内容

22 第３ ２ (１)

現看護学校の設置場所、台数、販売価格について参考とさせて頂きたいの
で資料開示をお願いできないでしょうか。

現在提供可能な資料については「参考資料32　現在の広尾病院及び広尾看
護専門学校における　利便サービス業務の内容」を別途提供しますが、事
業者には広尾という立地も生かした事業の提案を期待します。

316
付属資料３ 諸室リス

ト

留意点・要求事項
ユニットシャワー（略Ｓ
Ｗ）、ユニットバス（略
ＵＢ）

５

「脱衣室も含め、出入口は段差をなくし、必要な箇所に手摺を設置する
等、バリアフリーに配慮した仕様」と記載がありますが、患者の利用する
個所のみ該当すると考えて宜しいでしょうか。

患者の利用する箇所を含め、職員が利用する箇所もバリアフリーに配慮し
た計画としてください。
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317
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

「要求水準書（要求水準書（Ⅲ施設整備編（2）広尾病院及び新設職員宿舎
棟）、P15、5階新設病院西側」に「回復1床室」は「2床」と記載されてい
ますが、「4-1広尾病院諸室リスト」に「病室（回復）」が2室ある病棟が
ありません。諸室リストを正と考えて宜しいでしょうか。

No.90の回答を参照してください。

318
付属資料３ 諸室リス

ト

４－２
新設職員宿舎棟
部門別諸室リスト

「4-2新設職員宿舎棟部門別諸室リスト」「共用部門」「ピロティ（駐車・
駐輪場）」について、ピロティを無くし、駐車・駐輪場（屋根付き）を建
物外に設置しても宜しいでしょうか。

事業者の提案によりますが、保育部門利用者に対しても配慮しつつ整備し
てください。

319
付属資料３ 諸室リス

ト

４－５
広尾看護専門学校
部門別諸室リスト

「4-5広尾看護専門学校部門別諸室リスト」「管理」「在宅実習用駐輪場」
について、在宅実習用駐輪場は屋内設置と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
自転車の搬送用車両が在宅実習用駐輪場に横付けできるように整備してく
ださい。付属資料３を修正し、再提供します。

320
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

水治療室の特記事項に「空気清浄度は以下を確保すること。①HEAS-02-
2013によるクラスⅠ（高度清浄区域）」とのことですが、水治療室内の清
浄度を確保する範囲をご教授願います。

水治療室は熱傷治療を行う室であり、諸室全体をクラスⅠ（高度清浄区
域）としてください。付属資料３を修正し、再提供します。

321
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

新生児室の特記事項に「空気清浄度は以下を確保すること。①HEAS-02-
2013によるクラスⅢ（準清潔区域）」とのことですが、「病院空調設備の
設計・管理指針（HEAS-02-2013）」は清浄度クラスⅣ（一般清潔区域）で
す。HEAS-02-2013の清浄度クラスⅣを正と考えてよろしいでしょうか。

HEAS-02-2022による清浄度クラスⅣとご理解ください。付属資料３を修正
し、再提供します。

322
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

未熟児室に空気清浄度の特記事項はありませんが、必要ないでしょうか。
必要の場合、ご教授願います。

HEAS-02-2022による清浄度クラスⅢとします。付属資料３を修正し、再提
供します。

323
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

OP室3（BCR100/シールド）、OP室4（BCR100）の要求性能等に「製氷機設置
のための給排水設備を設けること。」とのことですが、感染管理上、前室
設置でよろしいでしょうか。ご教授願います。

製氷機は心臓血管外科のオペ時冷却用として使用を想定しています。設備
場所に関しては事業者の提案によります。
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324
付属資料３ 諸室リス

ト

４－１
広尾病院
部門別諸室リスト

手術ホールの特記事項に「空気清浄度は以下を確保すること。①HEAS-02-
2013によるクラスⅡ（清潔区域）」とのことで、OP室と同じ清浄度クラス
ですが、「病院空調設備の設計・管理指針（HEAS-02-2013）」は清浄度ク
ラスⅢ（準清潔区域）です。HEAS-02-2013の清浄度クラスⅢを正と考えて
よろしいでしょうか。

HEAS-02-2022による清浄度クラスⅢとします。付属資料３を修正し、再提
供します。

325
付属資料３ 諸室リス

ト

４－４
仮設棟（改修後）部門別
諸室リスト

36 第４ １

サーバ室内に設置が想定される医療系システムで必要なラック数の目安、
必要電源量をご教示いただけますでしょうか。

事業者の提案を踏まえ、協議の上決定します。

326
付属資料３ 諸室リス

ト

４－４
仮設棟（改修後）部門別
諸室リスト

36 第４ １

『各部門システムサーバー及び周辺機器、電子カルテシステム周辺機器に
無停電電源を設置すること。』は都側の整備と認識しております。この無
停電電源は各ラックに設置されるとの認識で宜しかったでしょうか。もし
くは、別途計画される専用室からの系統であれば、見込み容量をご教示い
ただけますでしょうか。

専用室からの系統であり、見込み容量は事業者の提案によります。なお、
現状の広尾病院では医療用は200ｋＶＡ、情報用は100ｋＶＡとしていま
す。

327
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求事項 １ １ (２)

病院機構が整備する電子カルテ・RIS・PACS等の情報システムとの連携の実
施とありますが、要求仕様に記載がない医療機器に関してはシステム接続
がないと考えて宜しいでしょうか。

「参考資料27　都立広尾病院における病院システム関連系系図（イメー
ジ）」整備状況一覧」にて現在稼働している部門システムを提示していま
すので、参考にしてください。記載内容が変更になる可能性もあります。

328
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求事項 １ １ (２)

病院機構が整備する電子カルテ・放射線情報システム（RIS)・医用画像管
理システム（PACS)等の情報システムとのシステム連携の実施について、病
院機構が整備する情報システム側の連携費用も事業者側で見込む理解でよ
ろしいでしょうか。

病院機構が整備する情報システム側の連携費用は見込む必要はありませ
ん。医療機器側の連携費用は事業者側で見込んでください。

329
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求事項 １ １ (２)

病院機構が別途負担する費用分担(範囲)とは、メーカー1年保証で賄えない
高額部品の保証費用という理解でよろしいでしょうか。

要求水準書付属資料４に記載のとおり、高額修理部品の提供も含めたフル
メンテナンス費用は事業者負担です。
その上で、高額修理部品の提供も含めたフルメンテナンスにおいても、補
えない高額修理費用がある場合は、
病院機構が別途負担する費用分担（範囲）を明示した上で詳細を提案して
ください。

330
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求事項 ２ １ (２)

一般撮影装置・・・5年間分のメンテナンス費を病院機構に提示し、とあり
ますが調達費用として見込むのかご教示いただけますでしょうか。また
は、内容と価格を提示して、契約は病院機構とメーカーが直接行うのかご
教示いただけますでしょうか。

調達費用には見込む必要はありません。病院とメーカーが契約致します。
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331
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
入札時の提案事項 ４ ２ (２) 3つ目の・

実際の調達時点における市場価格からの見積価格の値引率が、入札時点に
おける市場価格からの入札価格の値引率を下回らないように努めること。
とあるが、定価が無いものはどのようにご判断されるのでしょうか？

市場価格から判断します。

332
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
調達時の遵守事項 ４ ２ (３) 4つ目の・

【市場調査等による市場価格，市場機能評価の確認プロセス(例示)】
・事業者は，同機種の導入実績( 標準価格・落札額・導入病院数等)等の価
格調査、機能調査を行い、病院機構に提示する。とありますが、市場調査
は事業者の納入実績で良いでしょうか？但し、病院名は匿名とする。

事業者の納入実績に限りません。病院機構が客観的に評価できるよう多角
的な視点で情報を提示してください。

333
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
調達価格への対応原則 ４ ２ (４)

「入札時点と調達時点の市場価格の比較」表において、機能が同等である
場合で市場価格が上昇した場合は「入札価格で調達」と記載されている
が、それは総額を表しているのか、機器の単価を表しているのかどちらで
しょうか？

機器ごとの単価を表しています。

334
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
広尾病院
要求水準書

６ ③

法令上の許可・届出について、届出に係る費用については病院機構が別途
支払いをすると考えて宜しいでしょうか。

機構が行う必要のある届出については機構の負担で機構が実施しますが、
事業者には要求水準に記載のとおりの支援を求めます。

335
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求仕様
ＩＶＲーＣＴ

６ 11 ５

別途都が調達する上位システムの詳細についてご教示いただけますでしょ
うか。
以下記載の上位機種接続想定機器も含む

No.327の回答を参照してください。

336
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求仕様
リニアック装置

12 88 ９

本要求事項には患者QA、測定機器の記載はございませんが、想定している
参考機器がございましたらご教示いただけますでしょうか。。

要求仕様書に見合う構成にて事業者側で提案してください。

337
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求仕様
検体前処理装置

14 104 １

１日あたりの検体検査処理数をご教示いただけますでしょうか。 現状は、１日当たり750件程度（生化学・免疫600件、血糖150件）です。

338
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求仕様
生化学分析装置

15 105 １

1日あたりの検体検査処理数をご教示いただけますでしょうか。 現状は、１日当たり750件程度です。
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339
付属資料４ 医療機器

等参考リスト
要求仕様
採血管準備システム

15 111 １

1日あたりの採血管使用数・尿検査数をご教示いただけますでしょうか。 現状は１日当たり採血管使用数1,250本程度、尿検査使用数200件程度で
す。

340
参考資料１ 用語リス

ト
既存病院等 3

「既存病院等」は「既存病院及びその外構。」と記載されていますが、
「外構」とは同頁の「外構等」と同じという理解でよろしいでしょうか。
その場合、「その外構」は「既存病院の外構等」という認識でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

341

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図のうち、1F・4～6F平面図、断面図、立面図はありますか。また構造
図はありますか。

現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

342

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図の断面図はありますか。また構造図のうち、構造部材リストはあり
ますか。

現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

343

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図・構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

344

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図・構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

345

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図・構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。
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346

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図・構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

347

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

意匠図の断面図・立面図はありますか。また構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

348

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

構造図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

349

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

敷地南側他各所の擁壁の既存図はありますか。 現時点で「参考資料４」でお示ししている以上の情報はありません。

350

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

解体作業前に、院内にて除染等が必要な場所はありますか。 病院機構側で核医学検査、リニアック等は、検査機器等を持ち出す前に管
理区域内の汚染検査を行い適切に処理をしてからの解体となるため除染の
必要はありません。

351

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

看護学校関連建物のアスベスト有無の状況が分かる資料がありましたら、
ご教授ください。

「参考資料33　広尾看護専門学校アスベスト調査報告書」を別途提供しま
す。

352

参考資料４ 広尾病
院、広尾看護専門学
校、レドマス広尾 既

存図面等

広尾病院、広尾看護専門
学校、レドマス広尾 既存
図面等

建物引渡し時に建物内に残置される什器備品、医療機器の状況について、
ご教示願います。

詳細は事業契約締結後に協議の上で決定する予定です。提案時の病院にお
ける想定移転物量はⅢ 施設整備編 （２）広尾病院及び新設職員宿舎棟
ｐ.73を参照して下さい。

353
参考資料６ 備品等リ

スト
備品等リスト 20

リスト中には新生児用・未熟児用ベッドと思われる項目が見当たりません
が、もし調達範囲に含まれるのであれば、必要な参考品名、参考品番、数
量をお示し願います。

備品等リストに記載がないものについては既存病院からの移設を想定して
いるとご理解下さい。なお、実際の調達備品については移設対象物品に関
する調査結果も踏まえて、病院機構と協議の上で決定します。
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354
参考資料11 施設使用
料に関する参考資料

行政財産使用料の算定式
の参考値
自動販売機（広尾病院）

自動販売機（広尾病院）の缶・ペットボトル：売上（円）×45.7％につい
て、他の都立病院と比べかなり割高な印象ですが、妥当性についてご説明
頂けますでしょうか。

現在の広尾病院における行政財産使用料は、既存事業者による提案をもと
に設定しているところです。

355
参考資料11 施設使用
料に関する参考資料

行政財産使用料の算定式
の参考値
床頭台（冷蔵庫有）

床頭台（冷蔵庫有）：売上（円）×35％について、他の都立病院と比べ割
高な印象ですが、妥当性についてご説明頂けますでしょうか。

現在の広尾病院における行政財産使用料は、既存事業者による提案をもと
に設定しているところです。

356
参考資料11 施設使用
料に関する参考資料

行政財産使用料の算定式
の参考値
駐車場

立体駐車場の使用面積は、建築面積と延床面積のどちらで算出すれば宜し
いでしょうか。

売上分配金の算出にあたって、使用面積は使用しません。要求水準書Ⅳ
(２)を修正し、算出方法を明記しますので参照してください。
売上分配金については、全て売上に対する売上分配金として病院機構に支
払う比率を提案してください。

357
参考資料14 移転等対

象物品リスト
移転物品等リスト １

既存の医療機器の移設は対価に含まれると認識しておりますが、移設機器
の種別、台数、インフラ接続の有無等、詳細について指示願います。

現時点ではお示しできるものはありません。事業者の知見にて想定をお願
いします。また事業契約書（案）第61条に記載の通り、事業者による調査
結果をもとに双方による協議により移転対象物が確定した段階で費用の差
異が生じた際にはサービス対価Cを変更します。
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358
参考資料14 移転等対

象物品リスト
移転物品等リスト

移転物品　医療機器等について
想定量からではシステム連携する装置及び移設する医療機器の台数等が確
認できません。システム連携する装置及び医療機器の名称及び数量をご開
示下さい。

No.357の回答を参照してください。

359
参考資料14 移転等対

象物品リスト
移転物品等リスト

生体情報を集約するセントラルモニタは移設すると考えて宜しいでしょう
か。

移設となります。移設するセントラルモニタは日本光電製のPU-621R、WEP-
5204等になります。

360
参考資料14 移転等対

象物品リスト
移転物品等リスト

送信機からセントラルモニタへ情報送信する際のアンテナ設備は事業者側
で用意すると理解して宜しいでしょうか。

事業者側での用意となります。

361
参考資料14 移転等対

象物品リスト
移転物品等リスト

医療機器等の想定量が㎥で記載されておりますが、想定しにくいため移設
機器リストを頂けないでしょうか

No.357の回答を参照して下さい。

362

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17
コージェネレーション設
備について

年間運転時間及び運転基準を教えてください。 年間運転時間は下記のとおりです。
・月曜日から土曜日は午前８時から午後９時まで運転
・日曜日及び祝日は停止
運転基準は「参考資料34　コージェネレーション設備　運転基準」として
別途提供します。

52 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

363

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17
コージェネレーション設
備について

整備状況と整備計画を開示をお願いします。 整備状況(点検)に関しては、R４.11.３(木・祝)に34,000時間点検を実施予
定です。以降は2,000時間毎に点検します。
整備計画(契約期間)：H25.12.16～R10.11.30または累積運転時間が60,000
時間に達した時点のいずれか早い方です。

364

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17
コージェネレーション設
備について

業務開始後にメーカーより部品供給が行われなくなった場合においてメン
テナンスが一定の基準を満たせない状況になった場合における故障による
費用の発生は事業者負担になるのでしょうか。

個別の内容を踏まえて判断します。

365

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17
コージェネレーション設
備について

コージェネレーションの故障によるデマンド超過で電力料金に係る契約電
力が増加した場合は事業者負担になるのでしょうか。

個別の内容を踏まえて判断します。

366

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17
コージェネレーション設
備について

点検時におけるコージェネ停止の際に最大電力超過した場合の措置として
事業者側の負担は免除されるという考え方でよろしいでしょうか。

個別の内容を踏まえて判断します。
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参考資料17367

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

下記、現状点検報告書（直近1年間の実施報告書）の開示をお願いいたしま
す。
・特定建築物定期調査
・建築設備定期検査
・防火設備定期検査
・自動ドア保守点検
・シャッター点検
・受変電設備月例点検
・受変電設備年次点検
・航空障害灯
・直流電源装置定期点検
・発電機定期点検
・非常用発電機模擬負荷試験
・ガスタービン保守点検
・地下オイルタンク漏洩試験
・交流無停電電源装置定期点検
・電話交換機
・構内情報通信設備
・拡声装置設備
・ポケットベル設備
・表示設備
・監視カメラ設備
・電気時計
・テレビ共調設備
・インターホン設備
・防犯設備
・ナースコール設備
・入退館管理システム保守
・貫流ボイラー点検
・ガス焚き吸収式冷温水発生機
・チリングユニット
・ボイラ給水タンク
・空調用ポンプ
・熱交換器・貯湯タンク・ヘッダー膨張タンク
・ユニット型空気調和機フィルター清掃・点検
・パッケージ型空気調和機フィルター清掃・点検
・ファンコイルユニット
・送風機（AHU)
・エアコン等
・排気フィルターユニット

既存病院における開示可能な現状の点検報告書については、「参考資料35
広尾病院における設備点検報告書」を別途提供します。
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369

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17

現状配置詳細・勤務シフト表を開示いただくことは可能でしょうか。 現状の詳細な人員配置等について公表する予定はありません。

368

参考資料17 既存病院
設備等参考資料（令
和３年度東京都立広
尾病院建物管理業務

委託等）

参考資料17

下記、現状点検報告書（直近1年間の実施報告書）の開示をお願いいたしま
す。
・ガスコージェネレーション保守点検
・ガスコージェネレーション監視制御鵜設備
・ガスヒートポンプエアコン保守点検（GHP）
・給水ポンプ
・排水ポンプ
・ガス給湯器
・医療用純水製造設備
・衛生器具
・浴槽用循環ろ過装置
・プール用循環ろ過装置
・配管点検及び清掃
・雨水利用設備
・し尿浄化槽
・中央監視装置
・自動制御設備
・エレベーター
・エスカレーター
・ダムウェーター（小荷物専用昇降機）
・機械式駐車場
・消防用設備等定期点検
・防火対象物点検
・防災管理点検
・連結送水管耐圧試験
・監視設備
・自走台車
・医療ガス配管設備
・液酸設備
・オートクレーブ（滅菌機）
・電気温水器
・食堂排水菅洗浄
・電気給湯器点検
・雷保護装置
・機械換気設備点検
・フロン法空調機点検　簡易定期点検
・フロン法空調機点検　定期点検

No.367の回答を参照して下さい。
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370
参考資料25 広尾看護
専門学校建物管理業

務委託仕様書等

参考資料25
医療ガス配管設備保守点
検委託

特記仕様書において1年（機能）点検時交換部品のアウトレットパッキンは
複数年で1巡する交換スケジュールでよろしいでしょうか？

新設看護学校の医療ガス設備の保守点検については、No.227の回答を参照
してください。

371 様式集及び記載要領 提出書類一覧
１
～
６

提出部数に関して、「企業名あり」は、企業名を記載し1部提出、「企業名
なし」は、企業名を「代表A」や「構成員B」等の表現として、30部提出の
理解でよろしいでしょうか。
また、「企業名なし」の30部には、「１／３０・・・３０／３０」といっ
た通し番号の記載は必要でしょうか。

企業名の記載方法については、企業名を特定又は類推できない記載であれ
ば詳細は問いません。
また、副本については表紙に１／30から30／30まで通し番号を記載してく
ださい。

372 様式集及び記載要領 企業名の記載 ８ 第２ １

「その他企業を含め一切の企業名を特定又は類推できる記載をしないこ
と」とございますが、応募グループに属さない企業についても企業名を特
定又は類推できる記載をしないという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。再委託先である外部企業の社名やブランド名など、
応募グループに属さない企業名についても、記載することは不可としま
す。

373 様式集及び記載要領

入札参加資格確認申請関
係提出書類（冊子区分
①）
提出書類及び記載要領

10 第３ ３ (２) ア

【東京都物品買入れ等競争入札参加資格受付票】
従来の利便サービス業務入札時には「東京都物品買入れ等競争入札参加資
格受付」の提出を求められておりませんでした。またP.2の様式2-10におい
ても利便サービス業務については触れておりません。
よって、利便サービス事業者は、入札参加表明時に「東京都物品買入れ等
競争入札参加資格受付票」の提出は不要という認識で間違いありませんで
しょうか。

利便サービス業務のみを担う企業が入札参加者となる場合の対応について
は、「広尾病院及び広尾看護専門学校整備等事業における入札参加資格に
関する質問に対する回答の公表について（2022年8月12日）」のNo.26で回
答の通り、「会社概要」、商業登記簿謄本の「履歴事項全部証明書」又は
「現在事項全部証明書」、「令和３・４年度東京都建設工事等競争入札参
加資格受付票」又は「令和３・４年度東京都物品買入れ等競争入札参加資
格受付票」を添付してご提出ください。入札参加者とならない場合は、上
記の書類は不要です。

374 様式集及び記載要領

入札参加資格確認申請関
係提出書類（冊子区分
④）
提出書類及び記載要領

13 第３ ３ (５) ア

【床頭台運営業務における売上について】
床頭台を独立採算制で運営するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大前
後の売上を把握したく、直近3年間の床頭台運営業務における売上実績をご
提示いただけませんでしょうか。

現時点で公表できる情報はありませんので、参考資料11を参考としてくだ
さい。

375 様式集
様式５－１
投資計画及び資金調達計
画書

注4に「出資社名及び金融機関名については具体的に記載して下さい」とご
ざいますが、「代表企業A社」、「金融機関B社」というような記載方法で
宜しいでしょうか。

副本における企業名の記載はNo.371の回答を参照してください。正本につ
いては企業名を記載してください。
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376 様式集
様式５－３
利便サービス業務の収支
計算書

様式5-3に記載のある「行政財産使用料」は、要求水準書（維持管理・運営
業務編）及び様式11に記載の施設利用料と同一という理解で宜しいでしょ
うか。

No.297の回答を参照してください。

377 様式集

様式５－４
損益計算書、キャッシュ
フロー計算書及び貸借対
照表

事業収支計画は、一括販売基準での作成するか2022年3月期から適用された
収益認識に関する会計基準の工事進行基準での作成にするかご教示くださ
い。
会計処理について、2022年3月期から「収益認識に関する会計基準」及び
「収益認識に関する会計基準の適用指針」により、工事進行基準のように
一定期間に亘り履行義務を充足し収益認識する決算を行っております。工
事進行基準での作成の場合、進行基準に基づく計画となり、指標となる工
事出来高については見込み値になりますので、この点について留意するこ
とがあればご教示願います。
また、提案時に一括販売基準で作成の場合、落札後のSPC決算では収益認識
に関する会計基準の工事進行基準で損益計算書を作成することにより、法
人税の支払い時期がずれ、キャッシュフローが変動します点、ご留意願い
ます。

収支計画については、会計基準が遵守されていれば、採用する基準につい
ては、事業者の提案によります。

378 様式集

様式５－４
損益計算書、キャッシュ
フロー計算書及び貸借対
照表

(１)

営業費用の施設整備業務費が「設計・建設業務」「調達業務」となってお
ります。
一方、様式５－５(１)では施設整備業務の費用が「設計業務」「着工前業
務」「工事監理業務」「建設業務、完工後業務、解体業務等」「医療機器
等の調達業務」「備品等の調達業務」「移転業務」「その他」となってお
ります。
名称が異なっておりますので、様式５－５(１)の各項目を様式５－４の営
業費用のどの項目に記載すればよいかご教示お願いいたします。

事業者の提案によりますが、サービス対価Bの対象業務を「設計・建設業
務」、サービス対価Cの対象業務を「調達業務」と想定しています。

379 様式集

様式５－４
損益計算書、キャッシュ
フロー計算書及び貸借対
照表

(１)

様式５－７(１)に「維持管理・運営段階におけるその他費用」という項目
がございますが、様式５－４の営業費用の維持管理・運営費のどの項目に
記載すればよいかご教示お願いいたします。

その他費用については入札参加者の提案内容に応じて、入札参加者の想定
で各費用に区分してください。
なお、ＳＰＣの運営経費については、No487及びNo.488の回答も参照してく
ださい。

380 様式集
様式５－５
施設整備業務の対価の内
訳書

実際に発生する施設整備費や建中金利を各年度に計上するのではなく、各
年度でサービス対価として請求する予定の金額を計上し、様式5-8や様式5-
9と整合させるという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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381 様式集
様式５－５
施設整備業務の対価の内
訳書

(１)

様式5-5、様式5-6、様式5-7、様式5-8において、業務対価を各年度ごとに
わけて記載する方式となっていますが、記載方法については、業務が発生
した年度ではなく、サービス対価として支払われる年度に対応して業務の
内訳を記載するという理解でよろしいでしょうか。例えば、令和5年度に実
施した業務が令和6年度に支払われる場合、金額の内訳は令和6年度に記載
するという認識でよろしいでしょうか。

原則、令和5年度に実施した業務が令和6年度に支払われる場合、金額の内
訳は令和5年度に記載して下さい。
ただし、完了後一括払いで支払いを受ける業務については、当該業務の完
了確認を受けた年度に記載して下さい。

382 様式集
様式５－５
施設整備業務の対価の内
訳書

(１)

「建設業務、完工後業務、解体業務等に係る費用(⑤)」と記載があります
が、ここに該当する業務は「建設業務」「完工後業務」「解体業務」のみ
という認識でよろしいでしょうか。
もし他に該当する業務がある場合は具体的にご教示お願いいたします。

ご認識のとおりです。様式集を修正します。

383 様式集
様式５－５
施設整備業務の対価の内
訳書

(２)

事業契約書（案）の78頁の別紙６ ３(３)アにおいて、備品等の調達業務の
対象に「仮設棟」が該当しておりますが、様式５－５(２)のどの項目に記
載すればよいかご教示お願いいたします。

様式集を修正し、仮設棟に関する欄を設けます。

384 様式集
様式５－５
施設整備業務の対価の内
訳書

(３)

事業契約書（案）の78頁の別紙６ ３(３)アにおいて、医療機器等の調達業
務の対象に「仮設棟」が該当しておりますが、そこに該当する調達費用は
様式５－５(３)の「新設病院」に記載するという認識でよろしいでしょう
か。

様式集を修正し、仮設棟に関する欄を設けます。

385 様式集
様式５－７
維持管理・運営業務の対
価の内訳書

SPCにて保険を付保する場合、維持管理・運営段階におけるその他費用とし
ての保険料をSPCの運営に係る費用に含めても宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

386 様式集
様式５－７
維持管理・運営業務の対
価の内訳書

(１)

表の左欄において「新設病院等、仮設棟等及び既存病院」と記載がありま
すが、維持管理・運営業務の対象に既存病院の外構が該当しますので、
「既存病院」ではなく「既存病院等」と存じます。
ご確認及び修正のほど、お願いいたします。

様式集を修正します。

387 様式集
様式５－７
維持管理・運営業務の対
価の内訳書

(１)

修繕業務費(②－１)の項目が「新設施設」「既存施設」となっております
が、要求水準書Ⅳ(１)の第１ ３業務対象で修繕業務の対象に「仮設棟等」
が該当しておりますので、「仮設棟等」の項目も必要と存じます。
ご確認及び修正のほど、お願いいたします。

様式集を修正します。
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388 様式集
様式５－８
病院機構の支払うサービ
ス対価（年度別）

(１)

修繕業務の対価（サービス対価E-1-1）の対象が「既存施設」となっており
ますが、要求水準書Ⅳ(１)の第１ ３業務対象で修繕業務の対象に「既存施
設等」が該当しておりますので、「既存施設」ではなく「既存施設等」と
存じます。
ご確認及び修正のほど、お願いいたします。

様式集を修正します。

389 様式集
様式７－２
統括マネジメント業務に
関する提案書

(３) ア

「本件業務従事者の配置について、・・・下記を踏まえて記載くださ
い。」とありますが、下記の記載がございません。

様式集を修正します。

390 様式集
様式７－６
開設準備支援業務に関す
る提案書

（３）実施体制 イ シフト、緊急時の対応（非常時や災害発生時の補完体
制やバックアップ体制）について、開設準備期間の体制で宜しいでしょ
か。それとも事業期間を通じて体制を維持することでしょうか。

開設準備業務の実施期間中とご理解下さい。

391 様式集
様式９－14
段階的整備計画図（縮
尺：１/800）

段階的施設整備における各ステップ図の各階平面図を1/800で11枚程度で記
載する旨の記載がありますが、記載する各ステップ及び階については、事
業者にて適宜設定するということで宜しいでしょうか。

記載する各ステップ及び階については、部門連携が見えるよう、事業者に
て適宜設定してください。なお枚数については様式集を修正し、各ステッ
プ６枚程度とします。

392 様式集
様式９－14
段階的整備計画図（縮
尺：１/800）

室名、主要室の壁芯面積及び主要な寸法を記載する旨の記載があります
が、既存病院については該当しないと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

393 様式集
様式９－15
備品等リスト

エクセルシートにて病院、宿舎、看護学校について部門別、棟別に参考品
名・参考品番のリストが提示されていますが、「参考資料６備品等リス
ト」においても同様の提示がされています。
どちらを正として考えれば宜しいでしょうか？

同一のものと認識しておりますが、もし相違があれば、「参考資料６備品
等リスト」を正としてご理解下さい。

394 様式集
様式９－15
備品等リスト

エクセルシートに部門別で調達する医療機器の名称と台数、参考型番が示
されています。
一方、「付属資料４医療機器等参考リスト」については調達する医療機器
の名称、概要、台数が示されております。
様式９ー１６を正として対応して宜しいでしょうか？

同一のものと認識しておりますが、もし相違があれば、「付属資料４医療
機器等参考リスト」を正としてご理解下さい。

395 基本協定書（案） 特別目的会社の設立等 第４ ３

「構成企業は、ＳＰＣ設立後速やかに、ＳＰＣの本店所在地、代表者及び
その他の役員の…必要な事項を、書面により発注者に届け出るものとす
る。」とありますが、この手続きは代表企業が行えばよろしいでしょう
か。

届出は構成員の連名で行ってください。届出書の提出や内容の説明などの
事実上の手続きは代表企業が行って構いません。
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396 基本協定書（案） 特別目的会社の設立等 第４ ５

「構成企業は、ＳＰＣの設立後速やかに、発注者に対し…提出するものと
する。」とありますが、この手続きは代表企業が行えばよろしいでしょう
か。

No.395の回答を参照してください。

397 基本協定書（案） ＳＰＣの株主 第５ １

別紙１については、基本協定書に綴じ込んだ上で捺印するものではなく、
基本協定書とは別途ご提出するものという理解でよろしいでしょうか。

別紙１は基本協定書に綴じこむことを予定しています。詳細は落札者決定
後に落札者と調整します。

398 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ４

その他一切の書面の表現は網羅的過ぎますので、もう少し具体的に記載願
います。

応募者提案の詳細を明確にするために必要な書面及び情報を指します。そ
の時点で必要な内容について求めるため、今の時点で具体例の提示はでき
ません。

399 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ５

尊重するとは金銭の履行を伴うことも含まれるのでしょうか。その場合、
提示条件から著しく逸脱しない範囲について発注者と協議できる理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

400 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ６

「発注者は、本協定の締結から事業契約締結の日までに本件落札者が入札
参加資格（省略）を満たさなくなった場合は、事業契約を締結せず、又は
本協定を解除することができる。」とあります。ここで記載の入札参加資
格とは、入札説明書 第３の１（１）を指していると理解すればよいでしょ
うか。

入札説明書第３の２で定める入札参加資格要件とご理解下さい。

401 基本協定書（案） 事業契約の締結 ３ 第７ ８

「事業が締結されなかった場合は、入札金額の100分の3に相当する金額
を、違約金として発注者に支払わなければならない」とありますが、事業
規模が大きいため、他案件と比較し高い設定となっておりますので、入札
金額の100分の1としてて頂けないでしょうか。
また、本違約金は帰責者負担との理解で宜しいでしょうか。その場合、帰
責者が支払いに関し負担できなかった場合でも、非帰責者は負担しないと
の理解で宜しいでしょうか。

違約金の金額は原案のとおりとします。
違約金については連帯して負担頂くこととなりますので、基本協定書を修
正します。

402 基本協定書（案） 事業契約の締結 ３ 第７ ８

入札金額の100分の3に相当する額には消費税及び地方消費税は含まれます
でしょうか。

消費税及び地方消費税は含みません。
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403 基本協定書（案） 事業契約の締結 ３ 第７ ８

「本事業の入札行為に関して本件落札者が遵守すべき義務」とあります
が、具体的には、入札説明書第4の9の(6)「入札にあたっての留意事項」に
記載の内容という理解でよろしいでしょうか。

入札説明書p.13に記載がある審査委員会委員への問い合わせや働きかけ等
も入札参加者の遵守すべき義務に該当します。

404 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ８

違約金を支払う主体が誰をさしているのかご教示いただけますでしょう
か。

本件落札者が連帯して支払うことを想定しています。

405 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ８

違約金について「損害賠償額の予定」か「違約罰」のどちらにて徴収され
るものなのかご教示いただけますでしょうか。

「損害賠償の予定」の性質とご理解ください。

406 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ８

本件落札者又はSPCの都合とはどのような事象でしょうか。当該違反を理由
として、事業契約が締結されなかった場合、入札金額の100分の3に相当す
る金額を違約金として発注者に支払わなければならないとありますが、締
結締結に至らなかった場合、発注者が被る損害は再公募費用以外にあるの
でしょうか。再公募費用であれば100分の3に相当する金額までは必要ない
と思われますので、金額の見直しをお願いできないでしょうか。

本件落札者又はＳＰＣの都合とは、例えば本件落札者において入札金額を
算出する過程で積算ミスがあることなどにより、落札者の都合で事業契約
を締結できないと主張するような場合が想定されます。
また、金額については原案のとおりとします。

407 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７
８
９

違約金をお支払い場合の期限はどうお考えでしょうか。 違約金を支払う事態となった際に、病院機構が指定します。

408 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７
８
９

「本件落札者の責めに帰すべき事由等により、違反を理由として、事業契
約が締結されなかった場合は、入札金額の100分の３に相当する金額を、違
約金として発注者に支払わなければならない。」とありますが、総事業費
が非常に大きく、違約金の額が大きすぎるように思います。意図して違約
金をお支払いするような事態になることはないと考えておりますが、入札
説明書に記載の「入札参加者を構成する者の変更又は追加」についての記
載を踏まえますと、代表企業が負う責任だけが大きすぎるように思いま
す。基本協定締結から事業契約締結までの期間中に、意図せず契約違反に
該当する事態が起こることは充分有り得るものと思います。違約金の額や
違約金をお支払いする場合の前提条件等について、再考いただけないで
しょうか。

原案のとおりとします。

409 基本協定書（案） 事業契約の締結 ３ 第７ ９

入札金額の100分の3に相当する額には消費税及び地方消費税は含まれます
でしょうか。

No.402の回答を参照して下さい。
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410 基本協定書（案） 事業契約の締結 ４ 第７ ９

「発注者が事業契約を締結しなかった場合又は本協定を解除した場合、本
落札者は、入札金額の100分の3に相当する金額を、違約金として発注者に
支払わなければならない」とありますが、事業規模が大きいため、他案件
と比較し高い設定となっておりますので、入札金額の100分の1としてて頂
けないでしょうか。
また、本違約金は帰責者負担との理解で宜しいでしょうか。その場合、帰
責者が支払いに関し負担できなかった場合でも、非帰責者は負担しないと
の理解で宜しいでしょうか。

No.404及び408の回答を参照して下さい。

411 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ９

違約金を支払う主体が誰をさしているのかご教示いただけますでしょう
か。

No.404の回答を参照して下さい。

412 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ９

違約金について「損害賠償額の予定」か「違約罰」のどちらにて徴収され
るものなのかご教示いただけますでしょうか。

No.405の回答を参照して下さい。

413 基本協定書（案） 事業契約の締結 第７ ９

落札者決定日の翌日から事業契約の締結までに代表企業が入札参加資格を
満たさなくなった場合は基本協定の解除を行うことがある旨定められてい
ますが、代表企業が病院機構や東京都から指名停止を受ける可能性は排除
できません。指名停止はやむを得ない面もありますので、違約金の額を見
直すか、代表企業変更を可能とするような救済策をご検討いただけないで
しょうか。

違約金については原案のとおりとします。また、代表企業の変更は認めま
せん。

414 基本協定書（案） 準備行為 第９ １

「本件落札者は、ＳＰＣの設立の前後を問わず、ＳＰＣの設立後事業契約
の締結前であっても、…」とあります。ＳＰＣの設立後事業契約の締結前
とは、落札決定日を起点と考えればよろしいでしょうか。

ご理解のとおり想定しています。

415 事業契約書（案） 契約保証金等 ２ 第４ １

「ただし、新設施設の施設整備を二段階で実施するときは…」とあります
が、新設病院を二段階で実施するときでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですので、事業契約書（案）を修正します。

416 事業契約書（案） 契約保証金等 ３ 第４ ４

サービスプロバイダー業務及び維持管理運営業務の契約保証金の納付に代
えて履行保証保険の締結又は質権の設定を希望する場合は発注者と協議を
行うとありますが、履行保証保険による対応を前提に入札提案する場合、
落札後の協議により認められなかった場合、提案した事業計画に資金面で
の悪影響が生じる可能性があります。従い履行保証保険で対応する場合に
発注者が承諾する条件をご提示お願いします。

主に履行保証保険の期間や金額が妥当か、不要な免責条項が設定されてい
ないか等を確認し、協議することを想定しています。
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417 事業契約書（案） 契約保証金等 ４ 第５ ４

「事業者は、本業務を遂行するに際し、広尾病院及び広尾看護学校整備等
事業審査委員会が提案審査 書類に関して述べた意見、その他発注者からの
要望事項を、尊重しなければならない。」とありますが、発注者からの要
望により提案する設計案に変更が生じる場合、維持管理・運営業務や利便
サービスの計画にも影響する可能性があります。
その場合は、サービス対価や利便サービスの事業収支の契約変更について
は、発注者と協議できると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

418 事業契約書（案） 統括業務責任者 ６ 第10 ２

やむを得ない理由に会社都合による異動は含まれるでしょうか。 やむを得ない理由に会社都合による異動は含みません。

419 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ６ 第11 ２

各業務以外の業務とは具体的にどのような業務でしょうか。想定があれば
ご教示ください。

事業契約書（案）第11条第１項の各号に示す業務以外の業務を想定してい
ます。

420 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ６ 第11 ２

第11条第2項に「各業務以外の業務の全部又は一部を選定企業に委
任・・・」とありますが、各業務以外の業務とはどのような業務を指して
いるのでしょうか。

No.419の回答を参照してください。

421 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ６ 第11 ２

第11条第2項に「各業務以外の業務の全部又は一部を選定企業に委
任・・・」とありますが、各業務以外の業務にSPC管理業務、会計・税務・
監査などが該当する場合、選定企業以外の第三者に委任・請け負わせるこ
とになります。選定企業以外の第三者の起用に関する取扱いについてご教
示ください。

税務、監査等について第三者に委任又は請け負わせる場合は事業契約書
（案）第11条によります。
ただし、ＳＰＣの管理運営や日々の資金管理についてはＳＰ業務にも関わ
る本事業における重要なものでもあり、ＳＰＣが責任を持って対応すべき
事項と考えます。

422 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ６ 第11 ４

各業務以外の業務に対する契約書案等も発注者の承諾を得なければならな
いとありますが、この規定の趣旨をご教示お願いします。本事業に関係の
ない業務発注を制限する趣旨でしょうか？

ご理解のとおり本事業に関係のない業務発注を制限する他、ＳＰＣの契約
関係等を把握する趣旨も含みます。

423 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ７ 第11 ５

選定企業に関する責任ついて、理由の如何を問わずに責任を負う旨の規定
と記載がありますが、それはその内容にもよりますので、第７項として次
の文言を新設するよう修正した方が良いと思料いたしますが、ご教授いた
だきますようお願いいたします。
　「７．前２項の規定について、事業者がその選定企業の監督について相
当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生じるといえる事象
が認められる場合については適用しないものとする。」

原案のとおりとします。
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424 事業契約書（案） 選定企業の使用等 ７ 第11 ６

選定企業に関する責任ついて、理由の如何を問わずに責任を負う旨の規定
と記載がありますが、それはその内容にもよりますので、第７項として次
の文言を新設するよう修正した方が良いと思料いたしますが、ご教授いた
だきますようお願いいたします。
　「７．前２項の規定について、事業者がその選定企業の監督について相
当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生じるといえる事象
が認められる場合については適用しないものとする。」

原案のとおりとします。

425 事業契約書（案）
発注者の請求による要求
水準の変更

８ 第14 １

「要求水準書 (I 総則 ) I 第３ ２ （１）に掲げる 事由が生じた」とあ
りますが、「要求水準書 (I 総則 )第３ ２ （１）」の誤りでよろしいで
しょうか。

事業契約書（案）を修正します。

426 事業契約書（案）
事業者の請求による要求
水準書の変更

９ 第15 ５

本業務に係る費用の減少が可能である場合とありますが、価格は減少しな
いけれどサービスの質が向上する技術は提案対象に含まれますか。

価格は減少しないけれどサービスの質が向上する技術の提案も妨げられる
ところではなく、事業者からの提案に期待しています。

427 事業契約書（案） 条件変更等 ９ 第16 ２

「発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合、必要があると認め
られるときは、第14条に従い要求水準書の変更協議を請求しなければなら
ない。」とありますが、変更協議を請求するのは「発注者」だけではな
く、「発注者及び事業者」とするのが適当であると存じます。
ご確認及び修正のほど、よろしくお願いいたします。

事業者からの通知をもとに発注者が必要性を判断し請求する流れとなりま
すので、原案のとおりとします。

428 事業契約書（案） 条件変更等 ９ 第16 ３

第16条第1項（２）に本件土地の条件に地中障害物を含むとあるにもかかわ
らず、同条第3項にて「前項にかかわらず本件土地に地中埋設物が認められ
たときは、事業者が撤去等の処理を行うものとし、その費用については発
注者と事業者が協議・・・」とあります。地中埋設物も本件土地の条件の
変更と考えますので、地中埋設物の撤去費用は合理的な範囲で負担いただ
けるとの理解でよろしいでしょうか？

事業契約書（案）に記載のとおり、詳細については内容を踏まえ発注者と
事業者が協議の上で定めますが、地中埋設物が提供資料の内容と異なる場
合の対応に要した費用については、合理的な範囲で発注者が負担すること
を想定しています。

429 事業契約書（案） 総則 10 第17 ２

業務の主体的部分以外の業務を第三者に委託することができるとあります
が、業務の主体的部分とはどのようなものか想定があればご教示下さい。

サービスプロバイダー業務の主体的部分とは、サービスプロバイダ業務に
関する計画の策定や全体の管理、業務の監視（セルフモニタリング）等に
関する部分を想定しています。

430 事業契約書（案） 近隣説明会等 13 第30

説明会には発注者も参加し必要に応じて質疑への回答等も実施いただける
という認識でよいでしょうか。

ご理解のとおり想定していますが、詳細は事業契約締結後に調整の上で決
定します。

64 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

431 事業契約書（案） 電波障害調査・対策業務 14 第32
1
～
４

現在、電波対策を実施している場合は、範囲や実施している対策につい
て、ご教示ください。

No.65及びNo.66の回答を参照してください。

432 事業契約書（案）
起債・補助金申請補助業
務

15 第35 ２

起債・補助金申請の補助業務であるにもかかわらず、事業者が作成する書
類等の提出遅延によって、賠償責任を負うことは民間側に過度なリスクと
考えます。当該業務は発注者と事業者が連携して行うものであり、損害賠
償規定はそぐわないと考えますので、見直し等検討お願いします。

補助申請の支援が事業者の業務であり、事業者が作成する書類等の提出遅
延は事業者の責めに帰すべき事由でもあることから、原案のとおりとしま
す。

433 事業契約書（案）
起債・補助金申請補助業
務

15 第35

現時点で、起債又は補助金の申請を予定している事項があれば、ご教示く
ださい。

現時点でお示しできる起債又は補助金申請の予定はありません。

434 事業契約書（案） 設計条件の変更 16 第39 ３

調整後が調整前の金額を超える場合は発注者がサービス対価Bに上乗せして
発注者が費用を負担することになっていますが、設計を変更することによ
り維持管理運営費用が増減される可能性がございます。その場合には合理
的な費用を発注者も負担していただけるという理解でよろしいでしょう
か。

設計変更により維持管理・運営費の変動がある場合は、設計変更時にあわ
せてご提示頂き、協議することを想定しています。

435 事業契約書（案）
実施設計完了後の設計変
更

17 第41 ３

調整後が調整前の金額を超える場合は発注者がサービス対価Bに上乗せして
発注者が費用を負担することになっていますが、設計を変更することによ
り維持管理運営費用が増減される可能性がございます。その場合には合理
的な費用を発注者も負担していただけるという理解でよろしいでしょう
か。

設計変更により維持管理・運営費の変動がある場合は、設計変更時にあわ
せてご提示頂き、協議することを想定しています。

436 事業契約書（案） 第三者に生じた損害 19 第47 １

通常避けることが出来ない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などによ
る第三者に損害が生じた場合、事業者が負担するとありますが、通常避け
ることが出来ないものですので、第85条第1項但書「事業者が善良な管理者
の注意義務を尽くしてもなお発生したものについては発注者が負担する」
と同様の規定を追記することをご検討お願いします。

本事業は事業敷地が都市部に存在し、近隣への影響や近隣対策等を含めた
提案を応札参加者に求めるものですので、原案のとおりとします。

437 事業契約書（案） 移設対象物 23 第61 ２

「差異が生じるときは、サービス対価Cの金額の変更によりサービス対価に
反映する。」とありますが、サービス対価Cの金額変更の結果、入札説明書
に記載の予定総額を超過する事例も認められるという認識でよろしいで
しょうか。

移転業務費用によって、契約金額を超過することは想定していませんが、
詳細は状況を踏まえて検討します。

438 事業契約書（案） 本施設等の契約不適合 26 第75 ５

こちらでは契約不適合の権利行使期間が「２年間」とされているのです
が、契約不適合の趣旨が契約関係の迅速な処理を含んでいる以上、２年間
の期間は長いと解します。よって、この期間を民法の原則通り「１年間」
に修正した方がよいと思料いたします。5項については検査をしている以上
1年間ではなく6ヶ月の方が適切かと思料いたしますが、お考えをご教示い
ただけますでしょうか。

本事業については２年間とすることが適当と考えて設定しているところで
あり、原案のとおりとします。
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439 事業契約書（案） 本施設等の契約不適合 26 第75 ７

こちらでは契約不適合の権利行使期間が「２年間」とされているのです
が、契約不適合の趣旨が契約関係の迅速な処理を含んでいる以上、２年間
の期間は長いと解します。よって、この期間を民法の原則通り「１年間」
に修正した方がよいと思料いたします。７項の期間については、権利行使
可能期間が長くなりますので。「１年間」を「６ヶ月」に修正した方が良
いと思料いたしますが、お考えをご教示いただけますでしょうか。

No.438の回答を参照してください。

440 事業契約書（案） 本施設等の契約不適合 26 第75 10

こちらでは契約不適合の権利行使期間が「２年間」とされているのです
が、契約不適合の趣旨が契約関係の迅速な処理を含んでいる以上、２年間
の期間は長いと解します。よって、この期間を民法の原則通り「１年間」
に修正した方がよく、削除が望ましいと思料いたしますが、お考えをご教
示頂けますでしょうか。

No.438の回答を参照してください。

441 事業契約書（案）
維持管理・運営期間中の
損害・費用負担

29 第84 ４

発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により損害費用
が発生した時には各自の負担とするとありますが、こちらは不可抗力・法
令変更以外の事象を想定されているのでしょうか。その場合、どのような
事象が想定されるのでしょうか。

ご理解の通り、不可抗力・法令変更以外の事象を想定しています。具体例
を示す予定はありません。

442 事業契約書（案）
維持管理・運営期間中の
損害・費用負担

29 第84 ５

別段の定めがある場合というのは不可効力・法令変更のことを指している
のでしょうか。不可抗力・法令変更は別段定めがあるので、第９章（法令
変更）、第10章（不可抗力）の規定に従うとの理解でよろしいでしょう
か？

不可抗力や法令変更の規定は別段の定めに該当します。不可抗力に該当す
る事由が発生した場合や、法令変更があった場合の取り扱いは、それぞれ
の規定によることになります。

443 事業契約書（案） 施設の損傷 30 第87 １

「本施設等において・・・」と記載がありますが、本施設等とは、第75条
の見出しにも使われておりますが、75条1項に記載の本施設、医療機器等又
は備品のことを指すものと考えればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。事業契約書（案）を修正します。

444 事業契約書（案） 施設の損傷 30 第87 ２

既存施設等についてですが、後段の「事業者の責めに帰すことのできない
事由があるとき、事業者は修繕の範囲で対応し、修繕の範囲をこえるもの
について、別途発注者と事業者が協議を行う」とありますが、事業者の責
めに帰すことができない事由があるときは、「修繕の範囲をこえるものに
ついて、発注者が補修及び復旧をはかる」の誤りではないでしょうか。

業務担当主体は病院機構となりますが、発注者と事業者で協議を行い、合
意に至った場合は、実費精算で事業者が修繕を実施することも想定し、こ
のような記載としております。

445 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ３

「東京都が定める使用料を負担しなければならない。」とありますが、使
用料の指標や発注者への支払時期は事業契約締結後に協議して、決定する
流れとなりますでしょうか。

ご理解のとおり想定しています。
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446 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ３

東京都に行政財産使用料を支払う際にSPCからではなく、利便サービス業務
担当会社より直接支払うことは可能でしょうか。

不可とします。

447 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ４

「広尾病院及び新設職員宿舎棟における利便サービス業務につい
て・・・」とありますが、広尾病院とは、既存病院及び新設病院を指すの
でしょうか。また仮設棟及び立体駐車場が抜けているように思いますが、
いかがでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

448 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ４

「広尾病院及び新設職員宿舎棟における利便サービス業務については」と
ありますが、仮設棟、立体駐車場が抜けているように思います。追記願い
ます。

事業契約書（案）を修正します。

449 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ５

駐車場管理運営は独立採算で行うことになっていますが、立体駐車場の所
有権は発注者に移転されているので、立体駐車場の維持管理運営に係る損
害は、事業者の責任によるもの以外は発注者の負担としていただけないで
しょうか。

駐車場管理運営は独立採算事業であり、原案のとおりとします。

450 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ７

発注者に売上分配金を支払う際にSPCからではなく、利便サービス業務担当
会社より直接支払うことは可能でしょうか。

不可とします。

451 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ７

売上分配の算出は、提案審査書類を元に協議とありますが、分配率の提案
の多寡については評価の対象となりますでしょうか。

売上分配金も含めて利便サービス業務は評価の対象ですが、その詳細につ
いて落札者決定基準以外に公表予定はありません。

452 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89 ８

発注者側からの指示しか記載がないので、事業者側からも相談ができるよ
うにしていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

453 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89

利便サービス業務に関し、業績不振等の事由により事業継続が困難な場合
で、代替の事業者やテナントの確保が難しい場合は、店舗の閉鎖、サービ
スの停止について協議・お認め頂くことは可能でしょうか。

やむを得ない場合、協議の上で対応を決定します。

454 事業契約書（案） 利便サービス業務 31 第89

利便サービス業務に関して、駐車場の実績について開示をして頂いていま
すが、飲食他その他の利便サービス業務の既実績についてもご開示をお願
い出来ますでしょうか。

No.290の回答を参照して下さい。
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455 事業契約書（案） サービス対価の返還 32 第95 １

発注者はサービス対価支払い後、虚偽の記載が判明した場合、減額分の
サービス対価の返還を請求できるとありますが、虚偽とはどういったもの
が該当するのでしょうか。

虚偽とは、事実と記載内容が相違する場合を意味します。

456 事業契約書（案） サービス対価の返還 32 第95 １

サービス対価の減額返還につきまして、モニタリングにて発注者および事
業者双方が確認を行うため、モニタリング確認後のサービス対価の減額が
ないような仕組みにさせていただけないでしょうか。

原案のとおりとします。

457 事業契約書（案） 約束 35 第97 1 (７) ア

「会計監査人による監査済み計算書類及び付属明細書を発注者に提出し、
かつ、発注者に対して監査報告を行うこと」とありますが、監査報告とは
具体的にはどのようなものでしょうか。

監査報告書の写しの提出と、その他の提出書類の説明を想定しています。

458 事業契約書（案） 約束 35 第97 １ (７) イ

協力企業又は協力企業の委託先から受領した重要な情報について想定があ
ればご教示ください。また、提出するとありますが、口頭で報告されたも
のは文章にしてご提出するのでしょうか。

委託業務にかかる事故発生や来訪者・職員とのトラブル発生の顛末にかか
る報告書等を想定しています。また、書面による提出としてください。

459 事業契約書（案） 35 第97 (８) オ

事業者の役員の変更については、事業期間中、変更頻度が多いと想定され
るため、都度報告ではなく、年に1度等に変更頂けないでしょうか。

原案のとおりとします。

460 事業契約書（案） 36 第97 (13)

都度報告ではなく、年に1度等に変更頂けないでしょうか。 原案のとおりとします。

461 事業契約書（案） 約束 36 第97 １ (14)

経営会議、事業評価委員会又は院内各種委員会の目的・頻度・参加者等想
定があればご教示ください。併せて調整会議についても同様に想定があれ
ばご教示ください。

詳細は事業契約締結後に協議の上で決定する予定ですが、診療材料委員会
や手術室運営委員会等、効率的な病院運営の実現のため必要と考えられる
委員会に参画してもらうことを想定しています。
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462 事業契約書（案） 遅延損害金 37 第98

「発注者又は事業者が本契約に基づいて履行すべき金額の支払を遅延した
場合、・・・事業者に対し遅延損害金として支払う」とありますが、「事
業者又は発注者に対し遅延損害金として支払う」の誤りでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

463 事業契約書（案）
事業者の責めに帰すべき
事由による契約解除等

38 第102 (１)

「発注者は、事業者又は」と「本事業について」の間が抜けていませんで
しょうか。

原案のとおりとします。

464 事業契約書（案）
事業者の責めに帰すべき
事由による契約解除等

38 第102 (４)

「事業者又は事業者の役員又は使用人が不正又は不当な行為を行ったこと
により・・・」とありますが、「事業者又は事業者の役員若しくは使用人
が不正又は不当な行為を行ったことにより・・・」という解釈でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。事業契約書（案）を修正します。

465 事業契約書（案） 発注者の任意の解除権 39 第104

「必要と認めるとき」とは、具体的にはどのようなケースを指しておられ
ますでしょうか。

現在お示しできる具体的ケースはありません。

466 事業契約書（案）
契約解除時の本施設の取
扱

40 第108 １

出来形には、確認を受けた設計図書や、SPC経費、金融費用などの合理的な
費用も含まれるとの理解で宜しいでしょうか。

病院機構が確認した設計図書は出来形に含まれます。ＳＰＣ経費は、一般
管理費等として合理的な部分であれば含まれます。金融費用は含まれませ
ん。

467 事業契約書（案）
契約解除時のサービスプ
ロバイダー業務及び維持
管理・運営業務の取扱い

41 第109 ４

「事業者は、速やかに、東京都又は発注者から引渡しを受けたときの原状
に復した上で返還しなければならない。」とありますが、例えば、既存病
院で提供を受けた場所が従前業者の居抜きでお借りできた場合、どのよう
に考えればよろしいでしょうか。

詳細は発注者と事業者での協議の上で決定しますが、従前業者の借り受け
前の状態に戻すことが原則と想定しています。

468 事業契約書（案） 違約金等 41 第110 １

解除の日における第4条第1項に定める保証金とは維持管理運営期間中であ
れば、各事業年度のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の
対価として発注者が支払いを予定するサービス対価の10分の1の理解で宜し
いでしょうか。

維持管理・運営期間中でも、施設整備業務完了までの期間においては事業
契約書（案）第4条第1項（１）又は（２）に定める保証金も該当します。

469 事業契約書（案） 違約金等 41 第110 １

違約金について「損害賠償額の予定」か「違約罰」のどちらにて徴収され
るものなのかご教示いただけますでしょうか。

No.405の回答を参照して下さい。
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470 事業契約書（案） 違約金等 41 第110 １

第4条に定める契約保証金とは別に、契約保証金相当額の違約金を支払わな
いといけないということでしょうか。

契約保証金が納付されている場合、これをもって違約金に充当します。

471 事業契約書（案）
法令の変更による費用・
損害の扱い

43 第112 ３

1・2項で発注者・事業者の負担の旨が書かれている中で、別紙７の２項
（２）（３）で税変更に伴うサービス対価の見直しを別途協議とあります
がなぜでしょうか。
規定についてご説明をお願い致します。

第112条は法令の変更により、本事業の実施に合理的な増加費用や損害が発
生した場合の費用負担を定めたもので、別紙７の２はサービス対価の改定
を定めたものです。

472 事業契約書（案）
不可抗力による増加費
用・損害の扱い

44 第115 1

末尾但書において、「利便サービス業務に係る増加費用及び損害について
は、全て事業者が負担する」とありますが、例えば、立体駐車場が不可抗
力により大きく損壊した場合、駐車場利用収入で増加費用を負担すること
は過度なリスクとなります。BTOにより所有権移転済みの建物・構築物・設
備等については利便サービス業務に関係するものであっても、事業年度中
のサービス対価の1％までを事業者が負担する第115条の規定が適用される
ようご検討お願いします。

立体駐車場が著しく損壊した場合、損壊により事業者が収入を得られなく
なり生じた損害は、独立採算の原則から事業者負担となりますので、原案
のとおりとします。

473 事業契約書（案）
不可抗力による増加費
用・損害の扱い

44 第115

利便サービス業務に係る増加費用及び損害は事業者負担とのことですが、
こちら不可抗力が生じ、利便サービス業務が行えない期間が生じてしまっ
た場合、業務が行えなかったことに対するペナルティなどは生じるので
しょうか。

不可抗力により業務継続ができなくなった場合にペナルティを付加するこ
とは考えていませんが、不可抗力が止んだあとも業務を再開しない場合な
どはペナルティが生じるものと考えます。詳細は個別の内容を踏まえて判
断します。

474 事業契約書（案） 調整会議 44 第117

開催頻度はおおよそどの程度の予定でしょうか。 No.461の回答を参照してください。

475 事業契約書（案） 追加費用等の負担方法 45 第119 1

負担方法について費用等の性質、金額の大きさ、発注者・事業者の財政・
財務状況等を踏まえ、その都度協議を行うとありますが、どのようなこと
を想定されていますでしょうか。支払時期を発注者の財務状況等に応じて
変更するということでしょうか。

追加費用等の負担方法については、支払時期む含め、費用等の性質、金額
の大きさ、発注者･事業者の財政・財務状況等を踏まえ、その都度協議を行
います。

476 事業契約書（案） 保険契約 45 第120 １

保険契約は別紙8に定める保険契約を自ら締結し、又は構成企業等をして締
結後、保険証券の写しを提出すればよく、質権設定までは不要の理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

477 事業契約書（案） 保険契約 45 第120 ２

事業者または構成企業での保険契約の締結となりますが、保険契約を行う
際に毎回発注者の事前承諾が必要なのでしょうか。契約後に保険証券を提
出する等の対応に変更できないでしょうか。

原案のとおりとします。

478 事業契約書（案） 保険契約 45 第120 ２

構成企業等をして保険を締結させるときは事業者が保険料を支払うのでは
なく、構成企業等が保険料を支払うのではないのでしょうか。

ご意見を踏まえ、事業契約書（案）を修正します。
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479 事業契約書（案） 見学者対応等 48 第130 １

見学者対応の協力内容について想定があればご教示ください。 想定を公表する予定はありません。

480 事業契約書（案） 用語の定義 51 別１ (23)

コロナウィルスなどの感染症等は、不可抗力にふくまれるという理解でよ
ろしいでしょうか。

新型コロナウイルス等の感染症が不可抗力に該当するかは、具体的な状況
により判断されるところです。

481 事業契約書（案）
事業者によるセルフモニ
タリング

58 別３ ３ (２) イ ①

「法定の点検記録・測定記録を行い」とありますが、対象となる法定の点
検、測定が存在しない場合は、実施しなくてよい認識でよろしいでしょう
か。

要求水準書等に記載している業務は実施して下さい。事業契約書（案）を
修正します。

482 事業契約書（案） 減額ポイントの計上 67 別３ ６ (３) ア

レベルごとに減額ポイントが決定されていますが、同じ事象に対し、複数
のレベルが同時に認定されることはないという理解でよろしいでしょう
か。

同一施設における一つの事象に対して、同時に、複数のレベル認定をする
ことは想定していません。

483 事業契約書（案） 減額ポイントの繰り越し 68 別３ ６ (３) ウ ① (ウ)

利便サービス業務において、四半期末の累積減額ポイントが０～９で徴収
が行われなかった場合、当該四半期減額ポイントは０とし、よく四半期へ
繰り越さないという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。事業契約書（案）を修正します。

484 事業契約書（案） 減額ポイントの繰り越し 68 別３ ６ (３) ウ （ウ）

各業務の減額ポイント4以下だった場合は、当該四半期減額ポイントは0と
し、繰り越さないとありますが、ポイント5以上となった場合は、業務改善
が確認された期に消滅するとの理解でよろしいでしょうか？

減額を行った期に消滅しますので、ポイントの繰越はありません。

71 ページ



項目記号

No 資料名 タイトル 頁 数 数 （数） カナ 数 （カナ） 質問 回答

485 事業契約書（案） 減額ポイントの繰り越し 68 別３ ６ (３) ウ ① (ウ)

「四半期末の累積減額…へ繰り越さない。」と記載がありますが、四半期
末の累積減額ポイントが翌四半期へ繰り越される場合はございますか。

No.484の回答を参照して下さい。

486 事業契約書（案）
減額ポイントの軽減措置
によるインセンティブの
付与

68 別３ ６ (３) エ

インセンティブは、ポイントにて付与されるものでしょうか。またインセ
ンティブは翌期以降に繰り越すことが出来るのでしょうか。また、出来る
のであれば、いつまで繰り越すことが出来るのでしょうか。

インセンティブは減額ポイントの軽減のみですので、繰越や、減額ポイン
トがない場合のポイント付与は予定しておりません。

487 事業契約書（案） サービス対価の構成 71 別６ １

設計・建設期間中のSPCの運営経費はサービス対価Ｂ1～Ｂ3のうち、どちら
に含めて算定すれば宜しいでしょうか。特に決まりがなければ、サービス
対価Ｂ1～Ｂ3にどのように含めるかは事業者の提案で宜しいでしょうか。

ＳＰＣの運営経費等は、サービス対価Ａ１－１又はＡ２－１に計上するこ
ととしますので、様式集を修正します。

488 事業契約書（案） サービス対価の構成 71 別６ １

維持管理運営期間中のSPCの運営経費はサービス対価Ｄ1～Ｄ3またはＦ1～
Ｆ2のうち、どちらに含めて算定すれば宜しいでしょうか。特に決まりがな
ければ、サービス対価Ｄ1～Ｄ3またはＦ1～Ｆ2にどのように含めるかは事
業者の提案で宜しいでしょうか。

ＳＰＣの運営経費等は、サービス対価Ａ１－１又はＡ２－１に計上するこ
ととしますので、様式集を修正します。

489 事業契約書（案） サービス対価の構成 71 別６ １

サービス対価B1-1の区分に「設計・解体業務」が含まれておりますが、解
体業務が含まれているのは誤りではないでしょうか。誤りでない場合、
サービス対価B1-3との違いは何になりますでしょうか。

ご理解のとおりですので、事業契約書（案）を修正します。

490 事業契約書（案） サービス対価の構成 71 別６ １

別紙６の１において、A2-1からA2-4で「新設看護学校等」と記載がありま
すが、定義がなされておりません。
参考資料１の用語リストにおいて、「新設看護学校」は「本事業において
…棟及びその外構 （駐車場を含む）」となっております。
この場合、「新設看護学校等」はどこが対象となるのでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

491 事業契約書（案） サービス対価の構成 71 別６ １

別紙６において、「新設病院等」と記載があります。参考資料１の用語リ
ストでは「新設職員宿舎」と「外構等」を含んでおりますが、要求水準書
Ⅳ(1)の３頁 第１ ３業務対象では「新設職員宿舎」と「外構等」を含んで
おりません。
別紙６のサービス対価の支払対象においては「新設病院等」に「新設職員
宿舎」と「外構等」を含むという認識でよろしいでしょうか。

「新設病院等」には「新設職員宿舎」と「外構等」を含むとところです。
また、No.228の回答も参照してください。
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492 事業契約書（案） サービス対価の構成 71

「１サービス対価の構成」ですが、サービス対価B1－3の既存病院の解体工
事に伴う設備インフラ盛替工事や建築の仮設工事ですが、サービス対価
B1ー2に計上する形で宜しいでしょうか？

ご理解のとおりです。

493 事業契約書（案）
サービス対価
Ｅ１－１
（修繕費）

73 別６ １

73頁の表では主な対象施設は「既存病院等」となっており、79頁の３(5)ア
では「発注者は、サービス対価E1について、既存施設等（外構等を含む）
について、…」と記載があります。
サービス対価E1-1の対象施設は「既存施設等」という認識でよろしいで
しょうか。
ご確認及び修正のほど、よろしくお願いいたします。

Ｅ１－１の対象施設は「既存病院等」であるため、事業契約書（案）p.79
（５）アを修正します。

494 事業契約書（案）
サービス対価
Ｅ１－２（修繕費）
Ｅ３（修繕費）

73 別６ １

表において「サービス対価E1-2の対象施設は新設病院等及び仮設棟等、
サービス対価E3の対象施設は看護学校渡り廊下」と記載があります。
参考資料１ 用語リストより、新設病院等に看護学校渡り廊下が含まれてい
るので、E3の修繕業務の支払いがE1-2でも実施されることとなっておりま
す。
ご確認及び修正のほど、よろしくお願いいたします。

様式集および事業契約書（案）を修正します。

495 事業契約書（案）
サービスプロバイダー業
務費用

73 別６ ２ (１)

統括マネジメント業務（その2）及び（その4）の支払は「設計期間から施
設備整備期終了までの均等」とありますが、開設準備期間までではないで
しょうか。

新設職員宿舎棟の開設準備期間終了後までの均等払いとしますので、要求
水準書及び事業契約書（案）を修正します。

496 事業契約書（案）
サービスプロバイダー業
務費用

73 別６ ２ (１)

統括マネジメント業務（その2）及び（その4）は、施設整備と開業準備期
間の業務となりますが、統括マネジメント業務（その1）及び（その3）
は、それ以降の期間という理解でよろしいでしょうか。統括マネジメント
業務（その1）及び（その3）と統括マネジメント業務（その2）及び（その
4）の支払いが同時に発生することを想定されていますでしょうか。

統括マネジメント業務（その１）及び（その３）は事業期間中を通じて必
要となる業務を対象としており、事業期間中の均等払い（初回を除く）と
しています。
統括マネジメント業務（その２）及び（その４）は、設計期間から新設職
員宿舎等の開設準備期間終了後までの期間中に、特に必要となる費用を対
象と想定していますので、同時に発生することも想定しています。また、
それぞれの対象業務について、事業契約書（案）を修正します。

497 事業契約書（案） サービス対価の考え方 73 別６ ２

各回均等払いのサービス対価について、端数が生じた場合、当該端数は初
回または最終回のいずれで調整すればよろしいでしょうか。

端数処理は初回支払額で行ってください。
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498 事業契約書（案） サービス対価の考え方 73 別６ ２

SPCの維持運営に係る、SPC管理業務や税理士・会計士などに対する費用
は、どのサービス対価として請求すればよいでしょうか。また、会社設立
や、各種契約締結に伴う弁護士費用、施設整備や維持管理運営業務に伴い
発生する金融費用（ファイナンシャルアドバイザリー業務や金利等）につ
いてもご教示ください。

ＳＰＣの運営経費等については、No.487及びNo.488の回答を参照してくだ
さい。

499 事業契約書（案）
サービスプロバイダー業
務費用（サービス対価
Ａ）

74 別６ ２ (１)

開発準備支援業務費用は対象施設ごとに、事業者の提案額に基づいて当該
業務が完了した年度にそれぞれ支払うとありますが、支払時期についても
事業者提案ということでしょうか、それとも年度末一括支払いということ
でしょうか。

支払時期は年度末を想定していますが、支払時期の詳細は事業契約締結後
に決定します。

500 事業契約書（案）
工事関連費（サービス対
価Ｂ）

74 別６ ２ (２) ア

「調査・対策業務、設計・解体業務、着工前業務、既存施設の解体業務、
工事監理業務、建設業務・完工後業務等」とありますが、設計・解体業務
の「解体業務」と「既存施設の解体業務」は何が異なるのでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

501 事業契約書（案）
工事関連費（サービス対
価Ｂ）

74 別６ ２ (２) ア

「調査・対策業務、設計・解体業務、着工前業務、既存施設の解体業務、
工事監理業務、建設業務・完工後業務等に要する費用」とありますが、こ
のうちの設計・解体業務と既存施設の解体業務がダブっているように思い
ます。設計・解体業務ではなく、設計業務が正しいと考えてよろしいで
しょうか？また、建設業務・完工後業務等についても、建設業務、完工後
業務等であり、更に完工後業務等ではなく、完工後業務が正しいと考えれ
ばよろしいでしょうか。

前段の設計・解体業務についてはNo.500の回答を参照して下さい。
後段の完工後業務については、ご理解のとおりですので事業契約書（案）
を修正します。

502 事業契約書（案）
工事関連費（サービス対
価Ｂ）

74 別６ ２ (２) ア

建設業務・完工後業務等とありますが、建設業務・完工後業務の誤りで
しょうか。

No.501の回答を参照して下さい。

503 事業契約書（案）
工事関連費（サービス対
価Ｂ）

74 別６ ２ (２) ア

「毎年度出来形に応じて支払う」とありますが、現場内で検査を受け、承
認されたものが出来形に相当すると思われますが、現場に搬入された鉄筋
や生コンなどについての判定はどのように考えればよいでしょうか。

出来形について、現場に搬入された鉄筋や生コンは出来形としては扱いま
せん。

504 事業契約書（案）
移転・調達費（サービス
対価Ｃ）

74 別６ ２ (２) イ

「支払は施設所有者ごとに区分され、対象施設ごとに当該業務が完了した
年度にそれぞれ支払う」とありますが、支払時期は年度末と考えればよい
のでしょうか。

事業契約書（案）p.78別紙６の３ （３）ア、イに記載のとおりを想定して
いますが、支払時期の詳細は事業契約締結後に決定します。
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505 事業契約書（案）

サービス対価Ａ１－２及
びＡ２－２（統括マネジ
メント業務 （その２）及
び（その４））

75 別６ ３ (１) イ

「新設職員宿舎棟の開業準備期間である令和16年1月、2月、3月の3ヵ月分
を最終回とする」と記載がございますが、要求水準書（Ⅲ施設整備編（1）
共通事項）ではP12の第3施設整備の共通業務　１基本的事項（3）業務期間
オ新設職員宿舎棟」では開設準備期間が令和16年3月1日から令和16年4月30
日まで」となっているため、4月が最終回ではないでしょうか。

ご理解のとおりですので、事業契約書（案）を修正します。

506 事業契約書（案）
サービス対価Ａ（サービ
スプロバイダー業務費
用）

76 別６ ３ (１)
ア
イ

「サービス対価A1-1（A1-2）及びA2-1（A2-2）について、・・・並びに新
設看護学校等を対象とし」とありますが、新設看護学校等という定義が参
照資料１の用語リストにはございません。新設看護学校の誤りでしょう
か。

ご理解のとおりですので、事業契約書（案）を修正します。

507 事業契約書（案）

サービス対価Ａ１ー３及
びＡ２－３委託業務統括
業務、ファシリティマネ
ジメント業務、エネル
ギーマネジメント業務

76 別６ ３ (１) ウ

「サービス対価A1-3は新設病院、仮設棟等及び既存施設等を対象とし」と
ありますが、ここだけが新設病院等ではなく、新設病院となっておりま
す。また、71頁の表には新設病院等と記載されております。新設病院等が
正しい記載でしょうか。

ご理解のとおりですので、事業契約書（案）を修正します。

508 事業契約書（案）
サービス対価Ａ１－ ４、
Ａ２－４（開設準備支援
業務）

76 別６ ３ (１) エ

1段落目の1文目及び2段落目の1文目の主語が「発注者」となっております
が、「事業者」の記載間違いかと思います。
ご確認及び修正のほどよろしくお願いいたします。

事業契約書（案）を修正します。

509 事業契約書（案）
サービス対価Ａ１－ ４、
Ａ２－４（開設準備支援
業務）

76 別６ ３ (１) エ

「サービス対価A1-4について、対象となる各施設（仮設棟、新設病院西
側、新設病院東側、新設職員宿舎棟）」とありますが、71頁の別紙６の１
に記載の表と記載内容が異なっております。修正願います。

事業契約書（案）を修正します。

510 事業契約書（案）
調査・対策業務、設計業
務及び着工前業務

77 別６ ３ (２) ア

「事業者は、対象となる施設ごとに発注者による当該業務の完了確認を受
けた後、対象となる施設の建設工事着工日（杭工事の着手時点又は根切り
工事の着手時点を意味する。）以降、３か月以内に 当該業務に係る請求書
を発注者に提出する。」とあります。 例えば、PCB含入調査業務は、解体
工事を行う過程で実施するものとなるため、調査業務完了時点では、既に
対象施設の工事に着工している考えられます。よって、PCB含入調査のよう
に工事の着工と連動していない業務に関しては、業務の完了確認を受けた
時点で請求書を発行できると考えてよろしいでしょうか。

調査完了時点で着工日を過ぎていた場合、発注者による当該業務の完了確
認を受けた後、３ヶ月以内に当該業務に係る請求書を発注者に提出するこ
ととなります。

511 事業契約書（案）
工事監理業務、建設業
務、解体業務及び完工後
業務

77 別６ ３ (２) イ

「発注者は、工事監理業務、建設業務及び解体業務に係る対価について、
建設期間中に毎年度１回、下表のとおり支払う。」とあり、完工後業務に
ついて触れられておりませんが、完工後業務についてはどのように考えれ
ばよろしいでしょうか。

完工後業務も同様に扱うため、事業契約書（案）を修正します。
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512 事業契約書（案）
工事監理業務、建設業
務、解体業務及び完工後
業務

77 別６ ３ (２) イ

サービス対価Ｂの業務開始年度の支払い額の割合について、各サービス対
価の10％を限度とございますが、消費税込みの各サービス対価の10％とい
う理解で宜しいでしょうか。

消費税及び地方消費税は含まないものの10％とご理解下さい。

513 事業契約書（案）
工事監理業務、建設業
務、解体業務及び完工後
業務

77 別６ ３ (２) イ

サービス対価Ｂの業務開始年度の支払い額の割合について、各サービス対
価の10％を限度とございますが、業務開始年度に10%を超えた費用は竣工年
度にまとめて支払われるという理解で宜しいでしょうか。

ご理解の通りです。

514 事業契約書（案） サービス対価Ｃ 78 別６ ３ (３)  アイ

「仮設棟、新設病院西側・・・新設看護学校など」と記載されております
が、ここで記載されている「など」は誤記でしょうか。そうでない場合、
何をさしているのでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

515 事業契約書（案） サービス対価Ｄ１ 78 別６ ３ (４) ア

「サービス対価D1について、新設病院等…を対象とし」と記載がありま
す。一方、79頁の別紙6 3 (4)ウにおいて「サービス対価D3について、看護
学校渡り廊下を対象とし」と記載があります。
参考資料１ 用語リストより、新設病院等に看護学校渡り廊下が含まれてい
るので、D3の対象業務の支払いがD1でも実施されることとなっておりま
す。

事業契約書（案）を修正し、看護学校渡り廊下について、対象として含ま
ないことを明示します。

516 事業契約書（案）
サービス対価Ｄ（維持管
理費）

78 別６ ３ (４)

維持管理業務において、要求水準書Ⅳ(1)の３頁 第１ ３業務対象で「回生
橋」が業務対象に含まれておりますが、サービス対価がの対象となってお
りません。
ご確認及び修正のほどよろしくお願いいたします。

事業契約書（案）を修正します。

517 事業契約書（案）
サービス対価Ｅ１ －１
（修繕業務（既存施設
等））

79 別６ ３ (５) ア

「発注者は、サービス対価Eについて」とありますが、「サービス対価E1-
1」の誤りでよろしいでしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

518 事業契約書（案）
サービス対価Ｅ１－２、
Ｅ２及びＥ３ （修繕業務
（新設施設等）

79 別６ ３ (５) イ

「事業者は、入札年度に提案した・・・翌年度に実施する修繕業務に関す
る「修繕業務計画書」を前年度の1月末日までに・・・」と記載があります
が、翌年度と前年度という表現は、いつを基準として書かれているか不明
瞭に思いますのでそれぞれ基準年度を加筆願います。

原案のとおりと致しますが、N年度において、N+1年度に実施する修繕業務
に関する「修繕業務計画書」をN年度の1月末日までに発注者に提出するも
のとご理解下さい。

519 事業契約書（案） 物価変動の指標値 81 別７ １ (１) ア

サービス対価Ａ、Ｄ 、Ｅ、Ｆの改定とありますが、ア
物価変動の指標値には、サービス対価Ｆが無く、サービス対価Ｃの記載が
ありますが、誤記でしょうか。

事業契約書（案）を修正します。

520 事業契約書（案） 物価変動の指標値 81 別７ １ (１) ア

サービス対価Ｅ（修繕費）の使用する指標は、物価変動の指標値の表に
「毎月勤労統計調査」となっていますが、「建築費指数」の間違いではな
いでしょうか。

No.519の回答を参照して下さい。
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521 事業契約書（案） 物価変動の指標値 81 別７ １ (１) ア

表中におけるサービス購入費の記載は、上からACDEではなく、ADEFという
理解でよろしいでしょうか。

No.519の回答を参照して下さい。

522 事業契約書（案） 物価変動の指標値 81 別７ １ (１) ア

表の項目において、上から「サービス対価A、C、D、E」となっております
が、「サービス対価A、D、E、F」の記載間違いかと思います。
ご確認及び修正のほどよろしくお願いいたします。

No.519の回答を参照して下さい。

523 事業契約書（案） 物価変動の指標値 81 別７ １ (１) ア

サービス対価の改定において「修繕業務の指標は修繕項目により決定する
ものとする」とありますが、いつ決まるのでしょうか。

サービス対価の改定手続きにおいて、協議の上、決定します。

524 事業契約書（案） 改定の計算方法 85 別７ １ (３) イ
①
③

サービス対価Ｃは医療機器・備品の調達及び移転業務に係る対価であり、
建設工事着工日を基準とした物価改定では実態にそぐわない改定となりま
すので、各施設の引渡日を基準とした改定とすることを検討お願いしま
す。

原案のとおりとします。

525 事業契約書（案） 建設工事に係る保険 87 別８ １

再調達価格で付保と書いてありますが、再調達価格の定義は何でしょう
か。
建設工事契約の請負金額が通常と思いますので、ご教示お願いします。

建設業務、工事監理業務、備品調達業務、医療機器調達業務にかかる費用
とご理解下さい。

526 事業契約書（案） 第三者賠償責任保険 87 別８ ２

サービスプロバイダー業務と維持管理・運営業務の保険加入に際し、別々
の契約とすることは認められますでしょうか。

別々の契約とすることも可とします。

527 事業契約書（案） 第三者賠償責任保険 87 別８ ２

リスクアセスメントを行った結果、例えば「サービスプロバイダー業務に
おいて、第三者からの賠償を請求されるリスクは低い」という結果になっ
た場合、サービスプロバイダー業務のみ第三者賠償責任保険を加入しない
対応は認められますでしょうか。

保険加入は必要です。
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