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済生会兵庫県病院総合物品管理業務(SPD)委託に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 目的 

この実施要項は、社会福祉法人恩賜
財団済生会兵庫県病院（以下「当院」という。）における

物品管理業務を、専門的知識と経験を有する事業者に委託し効率的かつ経費節減等取り組む

ため、業務を委託する事業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、このプ

ロポーザルへの参加要件のほか、企画提案に係る審査、優先交渉権者選定方法等を定め

るものとする。 

 

２ 事業の概要 

(1) 名称 

済生会兵庫県病院総合物品管理業務（SPD）委託 

(2) 業務の期間 

令和５年４月 1日～令和６年３月 31日まで 

※業務実施状況が良好であれば、毎年度契約更新を行い最長３年間(令和８年３月 31

日)まで契約期間を延長する。 

  

(3) 実施場所 

〒651-1302神戸市北区藤原台中町 5丁目 1番 1号 

社会福祉法人恩賜
財団済生会兵庫県病院 

 

３ 病院の概要 

(1) 診療科目(21診療科)及び病床数 

 内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、外科、呼吸器外科、整形外   

 科、小児科、産婦人科、眼科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、皮膚科、脳神経外科、麻 

酔科、放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、アレルギー科、歯科口腔外科 

病床数 ： 268床 

(2) 外来診療時間 

ア. 受付時間 8:30 ～ 11:30 

イ. 開始時間 9:00 

ウ. 休 診 日 土、日、祝日、年末年始（12/30 ～ 1/3） 

(3)  診療材料採用・運用件数(令和 4年 12月現在) ：    1,587件 

    診療材料購入費（令和３年度）        ： 554百万円 

 事務・消耗品等取扱件数(令和 4年 12月現在) ：      45件 

  

４ 担当窓口 

〒651-1302兵庫県神戸市北区藤原台中町 5丁目１番 1号 

社会福祉法人恩賜
財団済生会兵庫県病院 経営管理部施設用度課 杉谷 

TEL：078-987-2222   FAX：078-987-2221 



 

 

 

E-mail：youdo@saiseikai.info 

 

５ 資格要件 

プロポーザルに参加することができる者は、単独企業での参加とし、以下の条件を満た

す者とする。  

(1) 過去 3年間において、病床数 200床以上の総合病院において SPD業務の契約を２年以上

継続して行った実績を有すること。 

(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生開始手続きの申立てをなし、又は

申立てがなされている者でないこと（再生計画認可の決定がなされた場合を除く）。 

(3) 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続き開始の申立てをなし、又は申立て

がなされている者でないこと。 

(4) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生開始手続きの申立てをなし、又は

申立てがなされている者でないこと（更生計画認可の決定がなされた場合を除く）。 

(5) 兵庫県又は神戸市から指名停止措置を受けていないこと。 

(6) 兵庫県又はその隣接圏内に本店、支店又は営業所を有していること。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成3年法律第77号）に規定する暴力

団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係にある者（従業員を含む）でな

いこと。 

 

６ 決定までのスケジュール 

    内容      日程 

仕様書等の交付 令和４年 12月 29日～１月 11日 

参加申込に係る質問受付期間 令和 4年 12月 29日～１月 11日 

参加申込に係る質問回答期限 令和 5年１月 13日 

参加申込書の提出 令和 5年 1月  4日～1月 16日 

参加資格審査結果通知 令和 5年 1月 18日 

企画提案書等に係る質問受付期間 令和 5年 1月 16日～1月 19日 

企画提案書等に係る質問回答期限 令和 5年 1月 23日 

企画提案書及び見積書の提出 令和 5年 1月 19日～1月 26日 

プレゼンテーション日 令和 5年 1月 30日 

審査結果通知 令和 5年１月 31日 

 

７ 仕様書等の交付及び参加申込書等の提出 

 プロポーザルへの参加を希望する事業者は、仕様書等の交付を受け、また、参加資格を

有することを証明するため下記により事前に「参加申込書(様式1)」等を提出しなければ

ならない。 

（１） 仕様書等（仕様書、希望があれば診療材料実績データ（秘密保持誓約書の提出が前

提）の資料交付期間 

令和４年 12月 29日（木）～令和５年１月 11日（水）まで 

（土・日・1/2～1/3 を除く） 



 

 

 

午前９時～午後５時まで、前記４の担当窓口で交付する。 

※予め担当者へ連絡のうえ来院日時を調整すること。 

電子メールでの希望の場合は、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを連絡すること。 

（２） 参加申込書等の提出期間 

令和５年１月4日（水）～１月16日（月） 午後3時まで(必着) 

（３） 提出書類 

① 参加申込書(様式1) 

② 会社の概要説明書(様式２) 

③ 類似業務の実績報告書(様式３号) 

（４） 提出部数 

正本1部、副本2部 

（５） 提出方法 

郵送(簡易書留)又は持参にて提出すること。持参の場合は、前記4の担当者と来院日

時を調整すること。 

 

８ 参加資格審査結果の通知 

 参加資格審議結果は令和５年１月18日(水) 午後５時までに電子メールにより通知する。 

 

９ 質問及び回答 

参加申込及び企画提案書等作成にあたり質問がある場合は、次により「質問書 

(様式4-(1)(2))」を提出すること。 

(1) 受付期間 

   参加申込に係る質問   ：令和４年12月29日（木）～令和５年１月11日（水） 

 午後３時まで(必着) 

   企画提案書等に係る質問  ：令和５年１月16日（月）～１月19日（木） 

午後３時まで(必着) 

(2) 提出方法 

郵送(簡易書留)、持参又は電子メールにより提出すること。持参の場合は、前記４の

担当者と来院日時を調整すること。所定様式以外での口頭や電話等による質問は受け付

けない。 

(3) 回答 

質問に対する回答は、全ての参加事業者へ電子メールにより回答する。 

   参加申込に係る回答 ：令和５年１月13日（金）午後５時まで 

    企画提案書等に係る回答：令和５年１月23日（月）午後５時まで 

 

10 参加資格審査結果後の辞退について 

参加資格審査結果後に辞退する場合は、速やかに前記４の担当者に連絡するとともに、

「辞退届(様式任意」を書面により提出すること。 

(1) 提出期限 



 

 

 

   令和５年１月26日(木) 午後３時まで(必着) 

(2) 提出方法 

郵送(簡易書留)又は持参にて提出すること。持参の場合は、前記4の担当者と来院日

時を調整すること。 

 

11 参加事業者が 1者である場合の措置 

  参加事業者が 1者であっても企画提案書等の審査を実施する。 

 

12 企画提案書及び見積書の提出 

参加資格審査により参加が認められた事業者は、下記内容に基づき作成した企画提案書

及び見積書を当院に提出すること。見積書は、封書で封印のうえ、提出すること。 

（※見積書は、書類審査の日時まで開封は行いません。） 

(1) 提出期間 

   令和５年１月19日（木）～１月26日（水）午後３時まで(必着) 

(2) 提出部数 

  企画提案書 ： 正本１部、副本１０部 

  見積書   ： １部（※別にＶＥ提案一覧表（見積金額含む）を提出） 

(3) 提出方法 

企画提案書は郵送(簡易書留)又は持参にて提出すること。見積書は持参にて提出する

こと。持参の場合は、前記４の担当者と来院日時を調整すること。 

(4) 企画提案書(様式5-(1)(2)) 

ア 企画提案書は、次の各項目順にこの内容で作成するものとする。 

① 業務実施体制及びバックアップ体制 

② 従業員の選考方法及び採用基準並びに教育体制 

③ 業務実施内容・準備スケジュール 

④ 定数化のルールについての方針 

 （現実施状況：2週間に１回の消費があり、３か月の消費動向確認） 

⑤ 償還材料に係る手術室、カテーテル室等の対応 

⑥ 業務分析、経営改善に資する取り組み提案 

⑦ その他業務の品質向上等への提案 

⑧ 業務内容は仕様書のとおりであるが、 

□調達先及び購入単価について、市場価格情報など参考にしながらコスト縮減が図

れる又は在庫管理方法でのコスト削減に向けた提案など 

□業務委託料の軽減に寄与するような提案など 

についてＶＥ提案一覧（見積金額含む）をまとめ、見積書と合わせて提出するこ

と。 

 

イ 別添の「済生会兵庫県病院物品管理業務仕様書」に基づき、病院が求める要件を確

認・理解し作成すること。 



 

 

 

ウ 提案にあたっては、簡潔な文章で示すと同時に、それらを具体化するイメージ図等

の参考資料によって示すこと。また、数量等の数値を具体的に示すことができるも

のは、その数値を記載すること。 

 (5) 業務委託見積書(様式任意、ただしA4縦版で作成すること) 

見積書は、初年度及び３か年の期間にかかる金額を下記項目で記載するとともに、必

要に応じて項目を細分化して記載してください。 

SPD業務 

① 診療材料管理料等の運用に関する費用 

② 業務従事者に関する費用（従事する者の人数、正社員かどうか等、人件費の内訳が

わかるようにすること） 

③ その他必要な費用 

(6) ＶＥ提案一覧表（見積書含む）（様式任意） 

(7) 実施計画書(様式任意) 

業務開始までの導入準備スケジュールを示すこと（企画提案書で重複すれば省略）。 

 

13 企画提案書及び見積書（以下、「企画提案書等」とする。）の取り扱い 

企画提案書等の取扱いについては次のとおりとする。 

(1) 提出後の企画提案書等の訂正及び追加又は再提出は認めない。 

(2) 提出された企画提案書等は原則非公開とする。 

(3) 企画提案書等には企業秘密など公開されることにより企画提案者が競争上又は事業運営

上不利益を被るおそれのある情報を極力含まないようにする等の適切な措置を講ずるも

のとする。 

(4) 提出された参加申込書及び企画提案書等は返却しない。 

(5) 提出書類は審査に必要な範囲で複製を作成する場合がある。 

(6) 提出された参加申込及び企画提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外企

画提案者に無断で使用することはしない。 

 

14 失格要件 

  プロポーザル参加事業者が、次の条項のいずれかに該当した場合は失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たさなかった場合 

(2) 提出期限までに企画提案書等を提出しなかった場合 

(3) 本要項に定める手続き以外の手法により、当院関係者にプロポーザルに対する援助を

直接又は間接に求めた場合 

(4) 企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき、又は虚

偽の内容が記載されていた場合 

 

15 優先交渉権者の選定方法等 

    最も優秀な企画等を提案した事業者を優先交渉権者とし、その選定方法等は以下のとお

りとする。 



 

 

 

(1) プレゼンテーションの実施 

令和５年１月３０日（月）  

 (2) プレゼンテーションの発表順 

当院から通知する。 

(3) 選定方法 

優先交渉権者の選定は、審査委員会の審査によって決定する。審査委員会は、当院で

選任する審査委員が審査基準(非公表)をもとに企画提案書等を審査し、企画提案にお

ける評価が最も高かった者、また最低価格をもって有効な見積りを行った者を評価し

優先交渉権者を選定する。 

(4) 審査結果の通知 

   審査結果は、令和５年１月31日（火）午後５時までに電子メールにより通知する。 

 

16 その他留意事項 

(1) 本プロポーザル後の協議 

① 当院は、優先交渉権者に決定した者と速やかに協議を行い、協議による決定事項

について結論を得るものとする。 

② ＶＥ提案の成否については、優先交渉権者とも協議の上決定するため、見積書金

額と契約金額が必ずしも一致しないことがあることに留意すること。 

(2) 契約締結手続き 

優先交渉権者との契約は、ＶＥ提案協議後、必要な手続きを経たうえで締結する。 

契約の締結までに資格要件を満たさなくなった場合及びその他の理由において優先交

渉権者との事業契約が締結できない場合は、当該優先交渉権者の優先交渉権を取り消

し、次順位者を交渉権者とし契約交渉を行う。 

(3) 優先交渉権者は、事業契約の締結ができないことが明らかとなった場合は、当院に対

し速やかに文書(様式任意)によりその旨を届け出ること。 

(4) 事業者は、当院から情報公開、調査及び報告等を要請した場合、速やかにこれに応ず

るものとする。 

(5) 本プロポーザルに参加する費用は、全て参加者の負担とする。 

(6) 企画提案書等の作成等にあたって当院から受領した資料は、当院の了承なく公表及び

使用してはならない。 

(7) 本要項及び企画提案書等に記載されていない事項については、協議により定める。 

(8) 本プロポーザルは取り止め又は延期することがある。 

(9) 当院は、前号によって生じた損害を賠償する責を負わないものとする。 


