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001 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) 現市民病院の１日あたりの外来患者数及び病
床利用率、新市立病院での１日あたりの想定
外来患者数及び想定病床利用率をご教示くだ
さい。

現市民病院の平成20年度における1日あたり
の外来患者数は581人、病床利用率は、
85.3％となっております。
新市立病院での1日あたり想定外来患者数は
約800人、全体病床利用率は87％を見込んで
おります。

002 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) 病棟構成は提示頂けるのでしょうか。または、
病棟構成も含めた提案となるのでしょうか。

病棟構成については、提案条件も含め、入札
公告時までに公表いたします。

003 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) 地域周産期母子医療センターについて設置の
有無を含め変更する場合があるとの記載です
が、入札公告時に方針を提示頂けるのでしょう
か。または、入札提案書提出の段階では記載
の内容で整備するものとして計画するのでしょ
うか。

入札公告時までに方針を提示する予定です。

004 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) 地域周産期母子医療センターについては、長
崎大学病院と調整中であるとの事ですが、協
議が整った後、当初予定通りでなく、設置が出
来なかった場合、設置が出来なかった病床数
分は全体病床数より削減されるのでしょうか？
それとも一般病床として想定されるのでしょう
か?その際の一般病床の在り方として、地域周
産期母子医療センターとして、想定される機能
を備えた病床を想定されるのでしょうか、ご教
示願います。

（質問№003参照）

005 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) ※ 地域周産期母子医療センターは長崎大学病
院と調整中であり設置の有無も含めて変更す
る場合があるとのことですが、入札公告時期ま
でに調整がつき、その内容は要求水準書に反
映されるのでしょうか。

（質問№003参照）

006 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) 地域周産期母子医療センターが設置されない
場合は、病床数が42床減って、464床になるで
しょうか。それともその42床分は一般病棟として
整備されるのでしょうか。ご教示ください。

（質問№003参照）

007 001 第１ 1 (5) ｱ (ｱ) ※ 地域周産期母子医療センターについては今後
設置の有無を含め変更する場合があるとありま
すが、決定の時期をご教示ください。

（質問№003参照）

008 002 第１ 1 (5) ｱ (ｲ) 診療科について例示がありますが、新病院で
標榜予定の診療科を提示していただけません
でしょうか。また現時点で想定されている各病
棟の診療科別病床数をご提示いただけません
でしょうか。

現市民病院と現成人病センターで現在標榜し
ている標榜科目と形成外科、脳神経外科を想
定しております。詳しくは両病院のホームペー
ジでご確認ください。
なお、診療科別病床数につきましては、入札
公告時までにお示しします。

009 002 第１ 1 (5) ｱ (ｳ) 取得施設基準について例示がありますが、現
病院で取得済みの施設基準および新病院で
取得予定の施設基準を提示していただけませ
んでしょうか。

救命救急センター及び現在の市民病院と成人
病センターの取得施設基準を想定しておりま
す。詳しくは両病院のホームページでご確認く
ださい。
なお、地域周産期母子医療センターは調整中
です。（関連質問№003参照）

010 002 第１ 1 (6) ｱ (ｲ) エネルギーマネジメント業務の具体的内容に
ついてお教え下さい。

ご質問の内容については平成21年8月26日付
で公表している「要求水準書（案）-第2細則－
統括マネジメント業務」に規定しておりますので
ご確認ください。

長崎市新市立病院整備運営事業に関する「要求水準書（案）第１総則」の内容につき、平成21年8月31日から平成21年9月16日までに受け付け
た質問への回答を整理して記述しております。なお、回答は現時点での考え方を示したものです。

要求水準書（案）第１総則に関する質問回答

Ｎｏ 質　問 回　答

該当ページ及び項目
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011 003 第１ 1 (8) 「本事業を通じて、事業者の創意工夫等により
地域の活性化に寄与することが期待される」と
ありますが、具体的にどのような内容を期待さ
れているか、ご教示ください。

新市立病院周辺は、長崎市の主要観光地であ
る新地・出島地区と歴史的な背景を有する大
浦地区の中間に位置し、長崎出島バイパスや
長崎港を通じて人の往来が活発な地区に位置
し、病院利用者のみではなく、観光客等が多数
訪れる地域です。
そういった面を踏まえて、利便施設も含め、魅
力のある計画をご提案頂き、周辺地域の人の
往来の増加することによる活性化に繋がる有効
なご提案を期待しておりますが、それ以外も含
め、事業期間を通じた民間ならではの創意工
夫が発揮されたご提案を期待しております。
なお、事業者側に過度に求めているものでは
なく、あくまで本事業内で対応可能な範囲で結
構です。

012 003 第１ 1 (9) 改修業務に係る事業方式として、新設建物を
市へ引き渡した後に当該施設を改修する場合
を想定、とありますが、（11）の事業スケジュー
ルで、平成27年度末までに全ての工事を終了
させて引き渡しを行う、とあります。仮に改修が
発生する場合には、当該建物を先に市に引き
渡してから、平成27年度末までに改修を行う、
という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
現時点で市側で検討している建替え計画案で
はⅠ期工事で整備した施設を、Ⅱ期工事終了
後において、最終型とするために一部改修す
ることを想定しております。
なお、改修を行うか否かについては事業者側
のご提案事項となりますので、診療機能の維持
を大前提に、最適な建替え計画をご提案頂け
ることを期待しております。

013 007 第１ 4 (3) ヘリポートの設置について近隣への騒音・安全
対策は事業者の提案によりますでしょうか。

飛行場外離着陸場の設置について近隣との合
意等法令においては定められておりませんが、
市としては誠意をもって騒音・安全対策等、近
隣の皆様に十分配慮して行きたいと考えており
ます。市の想いを汲み取って頂き、事業者側
のご提案を期待しております。
費用は市としてはある一定額は事業費内で見
積もっておりますが、近隣との詳細な打合せを
行っていないため、建設工事に係る事項以外
で別途対策が必要な場合は協議の上、市が負
担します。

014 008 第１ 4 (3) 備考 がん相談支援センターの設置とありますが、
「がん相談支援センター」とは長崎市新病院基
本計画案の「地域医療連携部門」の機能の一
部を意味し、具体的な場所として「多目的相談
室(4室程度)」を指すとの理解で宜しいでしょう
か。

がん相談支援センターは地域医療連携室内に
設置します。多目的相談室は、がん相談支援
だけではなく、その他の医療相談なども含め多
目的に活用することを想定しています。

015 008 第１ 4 (3) 備考 産科オープンシステムの普及とありますが、新
市立病院で考えられている「オープンシステ
ム」とはどのようなシステムかご教示下さい。

現市民病院で運用している産科オープンシス
テムで地域の開業医及びその患者が市民病院
の施設等を活用できるシステムです。新市立病
院においても同じ様なシステムを想定していま
す。

016 009 第１ 5 (2) 性能発注方式を採用とのことですが、入札公
告時に提示予定の第2細則2施設整備業務(2)
部門別計画ではどの程度の内容を提示頂ける
のでしょうか。また、諸室リストにて室数・面積・
仕様等を提示頂けると考えて宜しいでしょうか。

前段のご質問につきましては、各部門に設置
予定の諸室・エリアで、どのような診療行為、業
務等を実施するかという業務概要についてお
示しします。
後段のご質問に関しましては、ご理解のとおり
です。室数・面積・仕様・設備等及び施設整備
で行う什器・備品をお示しいたします。

017 009 第１ 5 (2) 事業者には、求められるサービスの性能や水
準は、外部環境の変化等に連動し、時代により
常に変化するものであるから、その時点で求め
られるサービスを提供するために、必要に応じ
て仕様書の内容について修正を行い、契約金
額の範囲内で最善のサービスを常に提供し続
けることが求められていますが、外部環境変化
に応じたサービス性能や水準の変化は要求水
準の変化(変更)であり、変更リスクは市側負担
と理解しております。
要求水準の変更による業務仕様の変更に伴う
事業者側の増加コストは、市に適切にご負担
頂けないのでしょうか。

当該記載の趣旨は、当初の事業契約で締結し
た金額の範囲内で外部環境の変化等による病
院の方針に合わせ、総枠は変えずに、例え
ば、業務内容の変更が発生した場合は、特定
事業となる全ての業務の業務仕様を事業者自
ら精査するなど、まずは柔軟な対応・工夫をし
て頂きたいという趣旨での規定です。
なお、ご質問のようなケースについては、後日
公表予定の事業契約書（案）においてお示し
いたしますが、要求水準の変更、サービス対価
の見直し等を含めて、甲乙の協議事項となりま
す。

2/11



ページ 章 番号
項
（ ）

大項目
ｶﾀｶﾅ

小項目
(ｶﾀｶﾅ)

大項目
ﾛｰﾏ字

小項目
ローマ

字
その他

Ｎｏ 質　問 回　答

該当ページ及び項目

018 009 第１ 5 (2) 時代の変化への対応の為に修正を行う際にお
いて、契約金額の範囲内で最善のｻｰﾋﾞｽを求
められているが、契約金額の範囲内が優先し
修復を検討するのか、最善のｻｰﾋﾞｽを行う為で
あれば、最終的に金額の見直し（増額）はありう
るのか。

前段のケース、後段のケースのいずれも起こり
えるものと考えております。
顕在化した事象に応じて個々に対応を検討す
る必要があると考えますが、当該規定の基本的
な考え方は質問№017に示したとおり、まずは
総枠の中での柔軟な対応・工夫を、今回事業
者側に求めている点はご理解ください。

019 009 第１ 5 (2) 9行目 必要に応じて仕様書の内容について修正を行
い、契約金額の範囲内で最善のサービスを常
に提供し続けることが求められるとありますが、
契約金額増又は減の場合も想定されるとの理
解でよろしいでしょうか。

要求水準書の変更を伴わない、状況に応じ
た、業務仕様書または業務マニュアル等の変
更については要求水準を満足する限りにおい
て、事業者側の自己の裁量となります。
したがいまして、要求水準を満足する限りにお
いて、業務の効率化によるコストダウン、また要
求水準を満足するための仕様内容の変更に伴
うコストアップについては、原則として契約金額
内で自己の裁量でコントロールして頂く範疇と
考えております。
詳細については、入札公告時までに公表する
事業契約書(案)の関連規定をご参照ください。

020 009 第１ 5 (2) 3行目 要求水準書においては、従来の仕様書とは違
いとありますが、従来の仕様書の従来とはどの
ようなことを想定されているのかご教示くださ
い。

「従来の仕様書」という表現は、本事業のように
公共が性能（アプトプット仕様)を規定する「性
能発注」に対し、業務を遂行するための具体的
な方法を仕様として規定している発注する方式
を意図しております。

021 009 第１ 5 (2) 7行目 外部環境の変化等に連動しとありますが、外部
環境の定義についてご教示ください。

医療及び病院を取り巻く各種環境とお考えくだ
さい。

022 009 第１ 5 (3) 事業者に期待するものとして、「病院建築に係
る財政措置における建築単価の上限設定」を
挙げられております。市側におかれましても本
要求水準書の策定に至るまで、建築単価設定
についてのさまざまな議論が御有りだったと推
察致します。建築単価を下げることを念頭に要
求水準書を策定されたとは思いますが、本当
に要求水準を満たし、建築単価を下げるため
にも、これまで市側で行ってきた議論（検討図
面、実現において大変だと思われる点など）に
ついて、ご教示頂けませんでしょうか。

将来の経営を考える上で、施設整備費等の初
期投資について抑制するためにも「病院建築
に係る財政措置における建築単価の上限設
定」を参考に、限られた予算の中で新市立病
院の整備を行っていく必要があります。
これまでの検討経過に係る資料については、
公表できるものに関しましては入札公告時まで
に公表いたします。
基本的には入札公告後の事業者別対話等で
事業者からのご意見を受付け、市としても初期
投資を抑制するために協力・検討は惜しみま
せん。

023 009 第１ 5 (3) 「限られた予算」とは「公立病院に関する財政
措置の改正要綱」における「建築単価30万円/
㎡を上限」と理解しておりますが、本事業の債
務負担行為額は「公立病院に関する財政措置
要綱」の「病院建築に係る財政措置における建
築単価上限」の基準の範囲内で設定されるの
でしょうか。また本事業における各工事のうち、
どこまでが基準に該当するのかご教示くださ
い。

（質問№022参照）

024 009 第１ 5 (3) 3行目 病院建物に係る財政装置における建築単価の
上限設定とありますが、この場合の建築単価の
基準についてご教示ください。

（質問№022参照）

025 009 第１ 5 (3) ｱ 病院建築計画を進める上では、記載のとおり、
「ソフトとハードの最適な整合」が必須と理解し
ておりますが、施設計画を行うベースとして、既
に開示されている基本計画(案)以外に、運用
計画等が開示される予定でしょうか？

入札公告後に「基本運営計画」及び「基本計
画図」を参考資料として本事業に構成員又は
設計業務、工事監理業務、建設業務、解体業
務を実施するものとして参画予定の方に対して
ご提示しますので、ご参照ください。
「部門別運営計画」、「部門別運営計画補足資
料」、「部門別運営計画概要図」、「情報システ
ム概念図」、「ネットワーク構成図(案)」、「情報
システムの前提条件」、「主要機器リスト」及び
「物流計画(案)」等については参加資格要件の
確認結果の通知後に速やかにご提示いたしま
す。
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026 009 第１ 5 (3) ｲ 「事業者側のマネジメント体制が強固になれば
なるほど、その費用面において病院経営に与
える影響が大きくなる」とは具体的にはどのよう
なことを指しているのでしょうか。

個別業務に対するマネジメント体制が強固な
程、確実な業務管理が可能ということは市とし
ても認識しております。
一方、価格面でみた場合、その分維持管理期
間中の委託費が増大し、病院経営に対する影
響が大きくなるという趣旨で記載しております。
今回、マネジメント体制に対して、確実性と効
率性という相反するテーマに対して、事業者側
の有効なご提案を期待しております。

027 009 第１ 5 (3) ｳ 現病院における水・電力・燃料等の消費量に
ついてデータをご提示いただけませんでしょう
か。

平成20年度市民病院における年間使用量は：
水道：77,545㎥、電気：3,686,316kwh、ガス：
41,255㎥、下水道：69,631㎥、重油：642,000ℓ
となっております。

028 010 第１ 5 (3) ｴ 「財政的には合併特例債との関係から施設の
竣工時期を延期できない状況」とありますが、
全く延期できないのでしょうか。

平成27年度中までに全ての建物が市の所有物
となっている必要がございますので、全く延期
できないとご理解ください。
上記のような事情もあり、スケジュール面で非
常に厳しい条件でご検討頂くことは市としても
重々理解しておりますが、事業者側の創意工
夫・ノウハウ等を十分に発揮して頂き、最適な
工程計画をご提案頂けることを期待しておりま
す。

029 010 第１ 5 (3) ｴ この項目に関連し、参考資料9の工程表におい
て、事業契約締結前から基本設計を開始する
こととなっているのは、合併特例債との関係か
ら一定の理解はできますが、この間の事業上の
取り決めは別途事業契約に先行して行うので
しょうか。

ご理解のとおり、落札後、一定期間の間で予め
条件を合意することを予定しております。

030 010 第１ 5 (3) ｴ 4行目 市が想定されている、必要なリハーサル期間を
ご教示ください。

必要なリハーサル期間は以下と考えておりま
す。
Ⅰ期(現病院）：部門リハーサル(部門内運用確
認）1ヶ月、全体リハーサル(患者役想定）2ヶ月
Ⅱ期(新病院）：部門リハーサル(部門内運用確
認）0.5ヶ月、全体リハーサル(患者役想定）
1.5ヶ月

031 010 第1 5 (3) ｵ (ｱ) 市との協議を経て、提案した内容等の詳細を
確定していく必要があるとありますが、提案価
格の範囲で調整するとの理解でよいでしょう
か。

要求水準書の規定及び新病院の運用と照らし
て詳細化していくものとご理解ください。

032 010 第１ 5 (3) ｵ （ｱ） 事業費の設定に関して、事業期間中の各種変
化への対応が可能な事業構造を要求されてい
るが、その期待度が強すぎると、変化を予測し
た事業費を上乗せすることに繋がり、結果的に
提案事業費の増大につながるｼﾞﾚﾝﾏが生じる
等の矛盾が感じられる。この点についてもう一
度踏み込んだ内容の提示が欲しい。

当該規定の趣旨はご質問にあるような、各種環
境の変化に対応できるよう、予備費を確保して
欲しいという主旨ではなく、病院PFIの先行案
件等の顕在化した課題等も踏まえ、本事業を
成功させるためには、維持管理期間中の病院
本体の単年度収支という視点も市としては非常
に重要視していることから、病院PFI案件の特
性を十分理解した上で、各業務の事業費を設
定して頂くことを求めております。例えば、本
来、施設整備業務費の中で得るべき事業者側
の利益を、施設維持管理業務費側で積まれた
場合、市・事業者間の各種変化による価格面も
含めた見直し（業務範囲や供給水準の変更も
含む）協議が硬直化してしまうことを懸念し、当
該規定を規定しております。
なお、現在の当該規定に対して、ご質問が多
数寄せられておりますので、市が事業者側に
期待する事項が明確に伝わるよう、本回答にあ
る主旨が明確にわかる形で入札公告時までに
修正いたします。
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033 010 第１ 5 (3) ｵ (ｱ) 事業開始後に市との協議を経て、提案した内
容等の詳細を確定していくとありますが、業務
の詳細について、詳細調査や職員へのヒアリン
グ等の実施に基く変更については、要求水準
の変更として、その変更に伴う増加費用につい
ては、市の負担という理解でよろしいでしょう
か。

ご質問にある、詳細調査や職員へのヒアリング
等の実施により、要求水準が変更した場合はご
質問のとおり、基本的には増加費用は市が負
担することとなりますが、入札時点でご提案頂
いた全ての内容を細部まで確定することは現
実的に不可能と考えます。
したがいまして、ご質問にある「詳細調査や職
員へのヒアリング等の実施に基づく変更」という
規定の何を以って「変更」と定義づけられてい
るかが不明確ですが、あくまで要求水準の詳細
化・明確化という範囲であって、要求水準が変
更しない場合は基本的には市が増加費用を負
担することはないものと考えております。
なお、市側としても当然契約金額内で収まる管
理体制や意思決定ルートを確立し、事業者の
業務に対して必要な協力を行いますが、仮に
市の要望等により「要求水準の変更」が起こっ
た場合においても、「要求水準書（案）-第2細
則-統括マネジメント業務」で規定するとおり、
各種調整（VE・CD提案）等により、入札金額内
で収めるマネジメント機能を求めておりますの
で、適切なプロジェクトマネジメントが可能な仕
組みを構築して頂きたいと考えております。

034 010 第１ 5 (3) ｵ (ｱ) 8行目 協議や対応等に対する柔軟性のある姿勢とあ
りますが、この場合の協議や対応等について
具体的に想定されている内容がありましたら、
ご教示ください。

まず、施設計画、各業務の運用計画等の策定
過程において、詳細調査や職員へのヒアリング
等の実施により新病院の運営方法が詳細化し
た段階で、例えば事業者側が入札時に策定し
た計画内容が要求水準の範囲において変更
する可能性があると予想されます。そのような
場合においても、合理的な範囲において要求
水準の規定と照らして、協議が硬直化すること
がないよう、柔軟な対応・姿勢を求めておりま
す。
また、長期にわたる事業期間であることから、
医療や病院を取り巻く環境の変化も想定されま
す。このような状況においても、病院の方針に
合わせて、総枠は変えずに、例えば、協力企
業への配分を調整する（Ａ業務よりＢ業務に注
力する等）など、まずは総枠を変えずに、柔軟
な対応・工夫をして頂きたいと考えております。

035 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 事業期間中において、各種変化に伴い、業務
範囲や要求水準等の変更・見直しの可能性が
十分に考えられることから、事業者には、それ
らの夫々の業務の中で必要となる費用を事業
費として計上することなどが求められています
が、将来の要求水準変更リスク(費用)負担を事
業者が見込む場合には、その不透明さから
バッファー(余裕)を持ったものになりかねず、入
札金額の増大を招きます。
当該リスクの計上額(予備費)は、事業者の選定
基準においてどのような基準で評価されるので
しょうか。定量的な評価が可能なのでしょうか。

（質問№032参照）

036 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 「各種変更に対応できるような事業構造」とあり
ますが、この考え方では、事業者はリスクバッ
ファーを見込むこととなり、結果総事業費が高く
なることが想定されるのではないでしょうか。

（質問№032参照）

037 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 3行目 事業者には、それら夫々の業務の中で必要と
なる費用については実施対象となる各業務に
要する費用として計上するとありますが、当該
必要となる費用は事業契約締結後も協議によ
り変更・見直しができるとの理解でよろしいで
しょうか。

（質問№032参照）
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038 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 業務範囲や要求水準等の変更・見直しの可能
性に触れられていますが、「各種変更に対応で
きるような事業構造のあり方」を検討する記述
があります。具体的には予算の上限額が一旦
設定された場合はその中で調整するということ
でしょうか。あるいは要求水準の変更等に伴っ
て総予算の変更があり得るのでしょうか。

（質問№032及び№040参照）

039 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 事業費の設定に関して、事業期間中における
業務範囲や要求水準書等の見直しの可能性
が予想される場合への対応として、事業者が
夫々の業務の中で必要となる費用は実施対象
となる各業務に要する費用として計上するな
ど、～とありますが、これは変更見直しを想定し
て予備費を見ておくように、という趣旨でしょう
か。現時点でそのような予備費を想定し入札価
格を算出する事は困難と思われますが如何で
しょうか。

（質問№032参照）

040 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) 各種変化に伴う業務範囲や要求水準等の変
更・見直しに対して、事業者において夫々の業
務の中で必要となる費用を計上するなど、各種
変更に対応できるような事業構造のあり方の検
討が求められておりますが、業務範囲や要求
水準等の変更に伴う増加費用は、市の負担と
考えますが、いかがでしょうか。

要求水準の変更により、追加費用が発生した
場合の費用負担は市となりますが、各業務の
運営状況を踏まえた、価格内で調整するため
の具体策等を積極的にご提案頂きたいと考え
ております。
（関連質問№017参照）

041 010 第１ 5 (3) ｵ (ｲ) ”各種変更に対応できるような事業構造のあり
方を検討･･･”とありますが、変更・見直しされる
のは業務単位と考えてよろしいでしょうか。

各種変化に伴い、業務範囲や要求水準書を変
更する場合は基本的には業務単位で調整する
ことを予定しております。
（関連質問№032参照）

042 010 第１ 5 (4) 安全管理として、建替期間中における既存病
院の保安警備業務について、本事業とは別途
契約する事も検討中、とありますが、これは落
札した事業者と市が別途契約する、という意味
でしょうか。それとも落札した事業者が委託する
警備会社と市が別途契約するという意味でしょ
うか。または、既存病院を警備する警備会社と
SPCが別途契約するという意味でしょうか。

事業契約締結後の市・事業者間の協議事項と
して考えております。

043 010 第１ 5 (4) 建替え期間中における既存病院の保安警備
業務については、本事業契約とは別途契約を
締結することも、現在検討中とのことですが、入
札公告時には明確になっているのでしょうか。

（質問№042参照）

044 012 第１ 5 建替え計画の前提条件として、市道新地町7号
線の廃道時期に制約条件はありますでしょう
か。もしくは事業者提案に併せて廃道時期も提
案による、との理解でよろしいのでしょうか。

市道新地町7号線については、平成22年度中
の廃道を予定しております。

045 参考
資料

8 施設
整備の
手順

配置ゾーニング図は、例えば新管理棟と新本
館棟は距離があり、動線上も医局等管理部門
との連携が難しい等、色々と問題点が考えられ
ますが、あくまでイメージレベルの図と思われ、
限られた敷地を有効に活用する為にも早い段
階での検討が必要と考えますので、現時点で
市側が想定している配置図の早期公表をお願
いいたします。

現時点で公表できる内容は全て公表しており
ます。
ご質問のご主旨は十分理解できますが、現段
階で協議中の内容を公表するのは齟齬が発生
すると思われます。
基本計画図については、入札公告時に本事業
に構成員又は設計業務、工事監理業務、建設
業務、解体業務を実施するものとして参画予定
の方に対して提示いたします。
なお、基本計画図についてはあくまで参考資
料という位置づけですので、内容確認の上、事
業者側で最適な施設計画プランをご提案くだ
さい。

046 参考
資料

8 施設
整備の
手順

現状の配置ゾーニング図において、新本館棟
と外来棟、新管理棟などの施設の機能面、導
線面から考えると建物を繋ぐ計画もあるかと思
われますが、現時点での想定している考え方
をお示し下さい。

(質問№045参照)
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047 参考
資料

8 施設
整備の
手順

Ⅰ期工事では新管理棟1～２階に現市民病院
の外来と同規模の診察・処置室を整備するとあ
りますので、現病院に関する図面及び諸室に
関するデータの早期公表をお願いします。

現病院の図面に関しましては準備が整い次
第、本事業に構成員又は設計業務、工事監理
業務、建設業務、解体業務を実施するものとし
て参画予定の方に対してデータを提供いたし
ます。

048 参考
資料

8 施設
整備の
手順

Ⅰ期工事における外来機能を新管理棟１～２
階に配置することは要求水準でしょうか。
また、新管理棟の施設規模が明示されておりま
せんが、１～２階に現市民病院の外来機能が
収まる規模との理解でよろしいでしょうか。

前段のご質問については要求水準ではなく、
あくまで事業者側のご提案の範疇ですので、
最適な施設計画プランをご提案ください。
後段については本事業に構成員又は設計業
務、工事監理業務、建設業務、解体業務を実
施するものとして参画予定の方に対して現病院
の図面をご提示いたしますので、ご確認の上、
事業者側でご検討頂き、ご提案ください。（関
連質問№047参照）

049 参考
資料

8 施設
整備の
手順

建物の配置に関しては、要求水準として最終
形が示されるのでしょうか。または事業者提案
の範囲でしょうか。

後段のご理解で結構です。
（関連質問№050参照)

050 参考
資料

8 施設
整備の
手順

建設の手順を示すローリングプランは示される
のでしょうか。または仮設動線等も含め、最終
形への過程は、事業者提案の範囲でしょうか。

前段については入札公告時に本事業に構成
員又は設計業務、工事監理業務、建設業務、
解体業務を実施するものとして参画予定の方
に対して提示する基本計画図の中でお示しい
たします。
後段については、「要求水準書（案）-第1総
則」P3「(11)事業スケジュール」及び「要求水準
書(案)-第2細則　2　施設整備業務」P8の「c
業務要件-(a)引渡し時期」に示す期間・機能等
の条件を満たす限りにおいては具体的な建替
え手順については事業者のご提案の範疇とい
う理解で結構です。
円滑かつ確実に最終的な全面供用開始ができ
るような、創意工夫のある有効なご提案を期待
しております。

051 その他 22kV3回線スポットネットワーク配電のインフラ
現況図をご提示ください。

電力会社とご協議ください。

052 002 基本
計画
（案）
第1

1 (2) ｱ 整備基本計画(案)_P2_第1_1_(2)_ｱ
より専門的で質の高い集学的医療を行うため
の体制整備の方針がありますが、本方針の達
成に向けて施設整備業務をはじめ事業者に求
められる役割、要件等があればご教示下さい。

複数の診療科によるチーム医療を実施するた
めの施設環境や、患者に対してはインフォーム
ドコンセントが行いやすい環境への配慮が求
められると考えます。

053 002 基本
計画
（案）
第1

1 (2) ｲ 整備基本計画(案)_P2_第1_1_(2)_ｲ
若手医師の育成を図る旨の方針がありますが、
新病院での若手医師の育成人数(初期研修・
後期研修)等の想定をご教示下さい。

初期研修20人、後期研修30人を想定していま
す。

054 005 基本
計画
（案）
第2

1 (1) ｲ （ｱ） 整備基本計画(案)_P5_第2_1_(1)_ｲ_(ｱ)
想定外来患者数を約800人と想定されていま
すが、初･再診の患者比率、及びそれぞれの
診療予約患者数の比率についての想定をご教
示下さい。

初診14％、再診86％を想定しております。診療
予約患者数比率は現市民病院において約
60％なので同程度を想定しております。

055 005 基本
計画
（案）
第2

1 (1) ｲ （ｲ） b 整備基本計画(案)_P5_第2_1_(1)_ｲ_(ｲ)_b
他の医療機関からの紹介患者さん(紹介状持
参患者さん)の初診受付も総合案内で実施する
のでしょうか。
紹介患者さんの専用受付を地域連携部門に設
ける予定はないのでしょうか、ご教示下さい。

現段階では他医療機関からの紹介患者で日
時の指定まで確定した患者については、地域
連携部門で患者基本情報を入力することまで
は考えています。その他、任意に紹介状を持
参してきた患者についは、総合受付で対応す
ることを考えています。

056 006 基本
計画
（案）
第2

1 (1) ｲ （ｳ） 整備基本計画(案)_P6_第2_1_(1)_ｲ_(ｳ)
外来患者さんの保険証の確認業務は、診察科
受付(ブロック受付)で行うとの理解で宜しいで
しょうか。
保険の確認業務を行う受付をご教示下さい。

ブロック受付及び総合受付と考えています。
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057 006 基本
計画
（案）
第2

1 (1) ｲ （ｳ） 整備基本計画(案)_P6_第2_1_(1)_ｲ_(ｳ)
ブロック受付に馴染まない診療科として、市が
考えられている診療科をご教示下さい。

入札公告時にブロック構成を提示します。

058 006 基本
計画
（案）
第2

1 (1) ｲ （ｴ） 整備基本計画(案)_P6_第2_1_(1)_ｲ_(ｴ)
2次検診者を中心に検診を実施する旨の記載
がありますが、新病院でも人間ドックを設置し、
検診メニューの提供は行われるとの理解で宜し
いでしょうか。
上記理解が正の場合、人間ドック利用者の想
定人数等をご教示下さい。

人間ドックについては実施する予定はございま
せん。

059 006 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｱ （ｳ） 整備基本計画(案)_P6_第2_1_(2)_ｱ_(ｳ)
処置、点滴、採血等の実施場所について、外
来ブロックが複数階にまたがる場合は、各階又
は各ブロックでの実施についても視野に入れて
検討する旨の記述がありますが、検討結果は、
入札公告時の要求水準に反映されるとの理解
で宜しいでしょうか。
若し、事業者の提案に委ねられる場合は、提
案により市側職員の配置数が異なることが想定
されますが、審査においてどのように評価され
るのかご教示下さい。

処置、点滴、採血等の実施場所については、
入札公告時の要求水準に提示します。

060 006 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｱ （ｶ） 整備基本計画(案)_P6_第2_1_(2)_ｱ_(ｶ)
各診察室は遮音に考慮し、患者のプライバ
シーに配慮した構造とする旨の記載があります
が、診察室前には中待ちスペースは設けない
(耳鼻いんこう科等)との理解で宜しいでしょう
か。
もし、プライバシーに配慮した上で、中待ちス
ペースを設ける想定の診療科がありましたらご
教示下さい。

待合の考え方については、入札公告時までに
公表いたします。

061 007 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｱ） a 整備基本計画(案)_P7_第2_1_(2)_ｴ_(ｱ)_a
待合いホールで災害時のトリアージが行われる
と理解できる記述がありますが、災害規模にも
よりますが、トリアージは建物外で行い、重症度
別に院内動線や診療区域を設定する方が効
果的な対応ができるのではないかと思量致しま
す。
新病院で想定されている災害時のトリアージの
運用方法についてご教示下さい。

ご質問にあるように、建物外で例えば屋内駐車
場などを利用しトリアージを行い、建物内を重
症度に対応するという方法もあるかと思いま
す。敷地外、敷地内における災害時の治療、ト
リアージの考え方については様々なプランが想
定されます。トリアージ場所については、日々
の診療行為が充分できることを前提に、災害拠
点病院としての機能を担うことができるような施
設計画・設備での対応及びトリアージの考え
方・重症度別のエリア設定等について、事業者
の方から有効なご提案を頂けることを期待して
おります。

062 007 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｱ） a 整備基本計画(案)_P7_第2_1_(2)_ｴ_(ｱ)_a
災害発生時に、新病院の待合ホール及び病院
全体として受け入れを想定している患者数をご
教示下さい。

基本的には可能な限り受け入れすべきと考え
ます。

063 008 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｲ） c 整備基本計画(案)_P8_第2_1_(2)_ｴ_(ｲ)_c
可能な限り相互に関連ある組み合わせで診療
科ブロック受付を設ける旨の記述があります
が、ブロック受付を設ける診療科の組み合わせ
は、入札公告時の要求水準に明記されるとの
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

064 008 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｳ） a 整備基本計画(案)_P8_第2_1_(2)_ｴ_(ｳ)_a
新病院での診療科の診察体制は、臓器別等の
センター化が推進されるのでしょうか。
若しくは、専門科への分化が推進されるので
しょうか、ご教示下さい。

診療科の診療体制は基本はチーム医療、臓
器・疾患別体制を推進しています。ただ、それ
が施設整備上、センター化して整備することま
では考えていません。あくまでの急性期病院と
して専門性を強調し、かつ患者にとって分かり
易くなるようにと考えています。

065 008 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｳ） a 整備基本計画(案)_P8_第2_1_(2)_ｴ_(ｳ)_a
総合診療科（仮称）の設置が検討されているよ
うですが(P20)、新病院で想定されている外来
診療(救急を含む)における総合診療科の機能
をご教示下さい。
(例えば、初診外来患者さんの診察を全て実施
する、専門科への振り分け機能を有する等)

救命救急センター（ER）の中心としての総合医
を考えております。時間内においては急患患
者と共に専門分野がはっきりしない患者に対応
し、時間外ではERを受診するほとんどの患者
の診療にあたります。必要に応じて各診療科の
専門医と連携します。
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066 008 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｳ） d 整備基本計画(案)_P8_第2_1_(2)_ｴ_(ｳ)_d
診療科独自で専用の検査室または処置室が
必要な診療科は、当該診察室に隣接して、検
査室または処置室を設ける旨の記述がありま
すが、診療科独自で専用の検査室または処置
室を設ける予定の診療科をご教示下さい。

入札公告時までに公表いたします。

067 008 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｴ） a 整備基本計画(案)_P8_第2_1_(2)_ｴ_(ｴ)_a
化学療法は治療に長い時間を要することから、
患者が快適に過ごせるように工夫するとのこと
ですが、快適に過ごせる設備(例えばTV)の設
置及び維持管理は、事業者の業務範囲外との
理解で宜しいでしょうか。
もし、事業者の業務範囲の場合は、利便施設
運営業務との関係(利用者への課金等)をご教
示下さい。

医療機器等の整備に併せて行うことを想定して
いますので、対象外とします。

068 009 基本
計画
（案）
第2

1 (2) ｴ （ｸ） b 整備基本計画(案)_P9_第2_1_(2)_ｴ_(ｸ)_b
近年の医療施設では、産科と婦人科の診療ス
ペースを分ける場合が増えている反面、医師
等の効率性からは問題点も指摘されているよう
ですが、新病院では産科･婦人科は一体として
外来に配置することを想定しているとの理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

069 010 基本
計画
（案）
第2

2 (1) ｱ （ｳ） b 整備基本計画(案)_P10_第2_2_(1)_ｱ_(ｳ)_b
再診患者さんの次回診察予約は、診察室の中
で医師等が取得されるとの理解で宜しいでしょ
うか。
次回診察予約について、ブロック受付又は予
約センターで行う想定等がありましたらご教示
下さい。

参加資格要件の確認結果の通知後に「部門別
運営計画」、「部門別運営計画補足資料」等に
おいてご提示いたします。

070 011 基本
計画
（案）
第2

2 (1) ｳ （ｱ） c 整備基本計画(案)_P11_第2_2_(1)_ｳ_(ｱ)_c
診療に対する患者さんからの苦情や相談、悩
み(がん治療への相談や悩みも含む)の受付及
び対応も、地域連携部門の多目的相談室で行
われる想定との理解宜しいでしょうか。

振り分けは総合案内を考えています。具体的
な相談等は基本的には多目的相談室で行うこ
とを考えています。

071 012 基本
計画
（案）
第2

3 (1) ｱ （ｲ） 整備基本計画(案)_P12_第2_3_(1)_ｱ_(ｲ)
電子カルテをはじめとした医療情報システムを
最大限に活用しとありますが、新病院ではフィ
ルムレス及びペーパーレスでの運用を想定さ
れているのでしょうか。

現在、可能な範囲でのフィルムレス及びペー
パーレスでの運用を想定してます。新病院での
医療情報システムの範囲については、参加資
格要件の確認結果の通知後に速やかにご提
示いたします。

072 013 基本
計画
（案）
第2

3 (1) ｲ 整備基本計画(案)_P13_第2_3_(1)_ｲ
集中治療部／HCUの備考欄に「中央配置」と
ありますが、中央配置の意味をご教示下さい。

術後及び院内発生の急性憎悪等の患者のた
めの集中治療室とその後方病床とするHCU
は、同一エリア内に配置することを考えていま
す。「病棟別病床構成」を入札公告時までに公
表いたしますので、あわせてご覧ください。

073 014 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P14_第2_3_(2)_ｱ_(ｱ)
一般病棟におけるセキュリティレベルの想定に
ついてご教示下さい。(例えば、入院患者さん
やお見舞いの方等もセキュリティカード無しで
は病棟への入室ができない等)

入札公告時までに公表いたします。

074 014 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P14_第2_3_(2)_ｱ_(ｱ)
ベッドサイド端末による院内情報の発信等につ
いて検討するとありますが、ベッドサイド端末と
は利便施設運営業務で整備するTVとの理解
で宜しいでしょうか。
また、院内情報とは、施設整備業務の要求水
準(案)P20_(m)_③に記載されている院内放送と
の理解で宜しいでしょうか。

ベッドサイド端末は利便施設運営業務で整備
するTVとの共用を考えていますが、詳細は入
札公告時までに公表いたします。
また、院内情報とは医療情報システム（電子カ
ルテシステム）との連動は考えておらず、病院
からのお知らせ等を連携する程度を想定して
います。ただし、開院後の医療情報システム
（電子カルテシステム）更新時にシステムと連動
する可能性がありますので、その際に連動可能
な環境を整備する必要があります。
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075 014 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｳ （ｱ） b 整備基本計画(案)_P14_第2_3_(2)_ｳ_(ｱ)_b
新病院での差額個室の利用料金と病床数に占
める割合等をご教示下さい。

経営計画上一定の数値を想定しております。
差額個室率の詳細につきましては入札公告ま
でに公表いたします。

076 016 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｳ （ｲ） c （f) 整備基本計画(案)_P16_第2_3_(2)_ｳ_(ｲ)_c_(f)
コインランドリー及び乾燥スペースは中央化を
基本として設置するとの記述がありますが、中
央化とはフロア単位ではなく、施設全体として1
箇所に中央化する想定との理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

077 016 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｳ （ｲ） d （a) 整備基本計画(案)_P16_第2_3_(2)_ｳ_(ｲ)_d_(a)
電子カルテの運用や効率的な看護業務のため
に、分散型スタッフステーション等の想定はさ
れていないのでしょうか。

各部門の効率的な配置から、原則分散型は想
定していません。

078 016 基本
計画
（案）
第2

3 (2) ｳ （ｲ） d （a) 整備基本計画(案)_P16_第2_3_(2)_ｳ_(ｲ)_d_(a)
抗がん剤や点滴等のミキシング業務は、薬剤
部門に中央化され、看護師等が病棟のスタッフ
ステーション等では行わないとの理解で宜しい
でしょうか。

原則は薬剤部門での実施を考えています。

079 019 基本
計画
（案）
第2

4 (1) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P19_第2_4_(1)_ｱ_(ｱ)
新病院に設ける救命救急センターで対応を想
定されている患者数を、重症度別にご教示下
さい。

救急車受入数は3,000台程度を見込んでおり
ます。重症度別の将来推計は困難です。
現状については長崎市消防年報(消防局ホー
ムページ)をご参照ください。

080 019 基本
計画
（案）
第2

4 (1) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P19_第2_4_(1)_ｱ_(ｱ)
長崎市立夜間急患センターの併設の方向性に
ついては、いつごろ結果が出るのでしょうか。
長崎市立夜間急患センターの併設の協議結果
による、施設整備業務の要求水準に対する影
響をご教示下さい。

夜間急患センターの併設の方向で検討してお
ります。詳細な日程等は決まっておりません。
施設整備計画上においては、総合診療科（仮
称）を休日夜間の夜間急患センターと位置づ
けていますので、特段影響はないものと考えて
おります。

081 021 基本
計画
（案）
第2

4 (2) ｳ （ｱ） b 整備基本計画(案)_P21_第2_4_(2)_ｳ_(ｱ)_b
初療室の前面には確保する救急車が2 台程度
待機できるスペースは、救急患者を搬送してき
た救急車両の一時待機スペースとの理解で宜
しいでしょうか。

一時待機スペースではなく、雨露等を避けて患
者を降ろす場所と考えております。

082 022 基本
計画
（案）
第2

5 (1) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P22_第2_5_(1)_ｱ_(ｱ)
周産期母子医療センターのセキュリティレベル
に関する市の考えをご教示下さい。

入札公告時までに公表いたします。

083 022 基本
計画
（案）
第2

5 (1) ｱ （ｳ） 整備基本計画(案)_P22_第2_5_(1)_ｱ_(ｳ)
GCUではカンガルーケア等の実施を想定され
ていますでしょうか。

GCUでのカンガルーケア等は想定しておりま
せん。

084 027 基本
計画
（案）
第2

6 (2) ｳ （ｱ） a 整備基本計画(案)_P27_第2_6_(2)_ｳ_(ｱ)_a
ベッド搬送の入室患者さんは、前室ホールで
乗せ換えが行われるとの理解で宜しいでしょう
か。
その場合、病棟等から搬送に使用された乗せ
換え済みのベッドの運用をご教示下さい。(回
復室で当該患者のリカバリ用ベッドとして使用
する、病棟に持ち帰る、前室にて待機など)

前室ホールで乗せ換えは考えておりません。
ベッドは一度、病室に戻すことで考えておりま
す。

085 043 基本
計画
（案）
第2

11 (1) ｱ （ｲ） 整備基本計画(案)_P40_第2_11_(1)_ｱ_(ｲ)
夜間透析の実施は想定されていないとの理解
で宜しいでしょうか。

救急対応等を除き想定していません。

086 043 基本
計画
（案）
第2

12 (1) ｱ （ｱ） c 整備基本計画(案)_P43_第2_12_(1)_ｱ_(ｱ)_c
病理外来の実施場所の想定をご教示下さい。

専門外来として、午後に使われていない診察
室を考えています。
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087 047 基本
計画
（案）
第2

13 (2) ｲ 整備基本計画(案)_P47_第2_13_(2)_ｲ
外来採血・採尿は中央検査室に含まれます
が、採血業務は看護師ではなく中央臨床検査
部門の技師が行うとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

088 055 基本
計画
（案）
第2

16 (1) ｱ （ｲ） a 整備基本計画(案)_P55_第2_16_(1)_ｱ_(ｲ)_a
患者家族への食事（付き添い食）提供も行うと
のことですが、付き添い食は患者食と同じ厨房
で調理され提供される想定でしょうか。

ご理解のとおりです。

089 055 基本
計画
（案）
第2

16 (2) ｱ （ｱ） 整備基本計画(案)_P55_第2_16_(2)_ｱ_(ｱ)
栄養部門では、クックチルや真空調理等の新
調理方式は採用せず、クックサーブによる調理
方法が採用されるとの理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

090 061 基本
計画
（案）
第2

19 (1) ｲ （ｲ） b (a) 整備基本計画(案)_P61_第2_19_(1)_ｲ_(ｲ)_b_(a)
診療情報閲覧・加工室を設置するとあります
が、「加工室」とはどのような業務を行う諸室な
のかご教示下さい。

医師等が医療情報システムのデータウェアハウ
スから必要なデータを抽出し、研究や学会発
表等、目的に合わせてデータを編集する事を
さしています。　（新病院時の情報システムでは
特定の場所以外では院内データを抽出・ダウ
ンロードできない運用を考えています）

091 062 基本
計画
（案）
第2

19 (1) ｳ （ｲ） d 整備基本計画(案)_P62_第2_19_(1)_ｳ_(ｲ)_d
患者等図書室の設置の検討結果は、入札公
告時の要求水準に反映されるとの理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

092 063 基本
計画
（案）
第2

19 (1) ｴ （ｱ） f (b) 整備基本計画(案)_P63_第2_19_(1)_ｴ_(ｱ)_f_(b)
院内保育施設は、実施方針・要求水準書（案）
を確認する限り、本事業に含まれていないよう
に見受けられますが事業者側の業務範囲外と
の理解で宜しいでしょうか？
また、院内保育施設の運用曜日や時間等をご
教示下さい。

院内保育所の運営については業務範囲外とし
ております。運用曜日・時間等につきまして
は、今後検討していきます。

093 063 基本
計画
（案）
第2

19 (1) ｷ 整備基本計画(案)_P63_第2_19_(1)_ｷ
主な患者サービス施設に「レストラン兼喫茶」が
ありますが、事業者には利便施設運営業務で
喫茶店の運営が求められており、レストランの
運営は事業範囲外と理解しております。
「レストラン兼喫茶」とは、事業者が運営する喫
茶店とは別に設置されるのでしょうか。

現時点では、一般用、職員用レストランについ
ては設置する予定はございません。

094 063 基本
計画
（案）
第2

19 (1) ｷ 整備基本計画(案)_P63_第2_19_(1)_ｷ
主な患者サービス施設に「託児サービス」とあり
ますが、本業務は事業者側の業務範囲外との
理解で宜しいでしょうか？
また、託児サービスの内容及び運用時間、施
設的要件等をご教示下さい。

前段についてはご理解とおりです。
後段につきましては、院内保育所の活用を考
えております。運用時間については今後検討
していきますが、基本的に時間内を想定してお
ります。
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