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１ 目  的  

青梅市立総合病院(以下、「発注者」という。)は、同一敷地内において、

病院運営を継続しながらの新病院建設工事を進めている。 

新病院において病院機能の中核となる本館は、令和５年１１月の開院を

目指し、整備作業を進めている。 

新病院における運用計画策定や、医療機器整備等については、高度な専

門知識を有し、各種調査や的確な課題分析等の対応が可能な医療コンサル

に支援業務を委託することにより、スムーズな開院とその後の早期の安定

的な稼働を図ることを目的とするもの。 

 

２ 委託業務名称  

  青梅市立総合病院 新病院開院支援業務委託 

 

３ 履行場所  

  青梅市東青梅４丁目１６番地の５ 青梅市立総合病院 

 

４ 履行期間  

  契約締結日から令和５年１１月３０日まで 

 

５ 業務委託料および支払方法  

(1) 本業務委託料は総額120,780千円（消費税及び地方消費税を含む）を上

限とする。 

(2) 本業務の契約は債務負担行為にかかる契約であり、各年度における委

託料の支払は、令和２年度は38,896千円（消費税及び地方消費税を含む）

を上限とし、令和３年度以降は、以下の金額を上限額とし、予算上の都

合等により変更する場合もあるため、詳細は協議の上決定する。 

  ア 令和２年度        38,896千円 

  イ 令和３年度から令和５年度 81,884千円 
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６ 新病院整備事業計画の概要  

  新病院整備事業については、以下の計画となっている。 

※（）内は医療コンサルティング業務に係る業務委託 

(1) 平成26年度 新病院基本構想 

           （基本構想策定支援業務委託) 

(2) 平成26年度 （基本計画策定等支援業務委託） 

(3) 平成28年度 新病院基本計画策定 

                 (基本計画策定等支援業務委託) 

(4) 平成29年度   新病院基本計画（平成30年3月改定）策定 

(5) 平成29年11月～平成30年７月 新病院基本設計 

         (建設計画支援およびｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託） 

(6) 平成30年８月～令和元年12月 新病院実施設計 

（基本運用計画策定およびｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託） 

(7) 令和２年１月 仮設プレハブ棟移転、南棟閉鎖、新病院建設工事公告 

（運用計画支援およびｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託） 

(8) 令和２年９月 新病院建設工事再公告 

(9) 令和３年１月（予定） 新病院建設工事着手 

(10)令和５年７月（予定） 本館建設工事完了 

(11)令和５年11月（予定） 本館開院 

(12)令和５年12月（予定）  現西棟先行解体 

(13)令和６年７月（予定）  渡り廊下棟、西館（現新棟）改修工事完了 

(14)令和６年10月（予定）  渡り廊下棟、西館開院 

(15)令和６年11月～令和７年度（予定）  現東西棟解体工事 

(16)令和７年度（予定） 外構整備工事、玄関キャノピー建設工事 

(17)令和８年６月 (予定) 外構整備完了 

(18)令和８年８月（予定）   グランドオープン  

 

７ 業務概要  

本業務は、「６ 新病院整備事業計画の概要」(9) 本館開院に向け準備

を整えるため、これまでの検討経緯を踏まえ主に以下の業務を行う。 

各業務項目の詳細は、「８ 業務内容」を参照のこと。 
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(1) 運用計画策定支援業務 

(2) 物品管理計画策定支援業務 

(3) 委託化計画策定支援業務 

(4) 情報システム等更新計画支援業務 

(5) 医療機器等整備計画支援業務 

(6) 移転計画策定支援業務 

(7) 経営計画策定支援業務 

(8) 上記業務における全体的なプロジェクト管理 等 

なお、業務の実施にあたり、将来にわたる社会情勢、人口動態、医療環

境等の変化、西多摩保健医療圏域の特徴や、地域医療構想等を見据え業務

を実施すること。 

また、本仕様の記載項目の有無にかかわらず、業務目的を達成するため

に必要な業務内容・作業スケジュール等を含め受注者が検討し、提案する

こと。 

 

８ 業務内容  

(1) 運用計画策定支援 

ア 基本運用計画について、各部門にヒアリングを実施し現状分析や課

題抽出を行い、検討課題・要望を整理し、基本運用計画を最新の状況

にブラッシュアップすること。 

イ  発注者が作成した新病院基本計画、基本・実施設計図書の内容を踏

まえ、院内の各部門に対してヒアリングを実施し、新病院開院に向け

た検討課題、要望等を整理すること。 

  なお、特に新病院から新機能として運用する項目については、受注

者の実績等を考慮した積極的な提案を提示すること。 

ウ 各部門間連携を考慮し、人・物品・情報等の流れを検証した上で、

各部門に対して他病院の最新事例を踏まえた運用の提案・ヒアリング

を実施し、新病院の効率的運用を図るための「実施運用フロー」・「運

用マニュアル」を部門毎に作成すること。 

また、発注者と全体構成を調整し、「総合運用マニュアル」として

作成すること。 
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エ 実施設計図面を参考に、現在の人・物の動きにとらわれない、斬新

で効率的な運用について提案すること。 

オ  実施運用フローおよび運用マニュアルの作成にあたっては、必要に

応じて各部門のヒアリングを実施し、部門間及び各職種間との調整を

行うこと。 

カ 実施運用フローおよび運用マニュアル等の内容と、新病院の実施設

計図及び建設工事業者が作成する総合図との整合を図るとともに、全

体の調整を行うこと。 

キ  新病院開院前のリハーサルについて、各フェーズでのリハーサル計

画及び、新病院竣工後の総合リハーサル計画における実施スケジュー

ル・実施規模等に関する実施計画書を作成し提案すること。 

また、リハーサルに係るシナリオの作成を支援し、総合リハーサル

の実施支援を行うこと。  

ク  新病院の運用に関し、各部門にオリエンテーション（トレーニング）

を行うこと。 

ケ  運営システム、医療情報システム、委託業務、物流管理システム全

体の整合性を確認し、部門ごと、部門連携も含めたトレーニングの実

施について支援すること。  

コ リハーサル実施により明らかになった課題、改善点を取りまとめ、

必要に応じ、再リハーサルの実施支援を行うこと。また、課題、改善

点の整理を行い、実施運用フロー、総合運用マニュアル等の修正を行

うこと。 

サ 新病院開院に立ち会い、課題、改善点等の整理を行い、実施運用フ

ロー、総合運用マニュアル等の修正を行うこと。 

シ 総合運用マニュアルには、新病院における出入口利用時間、来院者

（患者、面会者、業者等）動線・受付方法、セキュリティ対策、院内

感染防止対策、院内施設（テナント等）・管理部門の利用基準等を検

討し、施設管理に関するマニュアルを含むものとする。 

(2) 物品管理計画策定支援業務  

ア 物流業務別（医薬品、医療材料、消耗品等）の現状分析を行い物品

管理に関する基本的な計画を策定すること。 
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イ 物品管理業務の運用フローの課題整理および検討に関する資料を作

成すること。 

ウ 物流管理業務の運用形態（物流・管理・業務・搬送・人員配置等）

について検討し、調達仕様書、業者選定方法、評価基準等の参考資料

を作成すること。 

エ 物品管理業務に関連する委託業務については、(3)委託化計画策定支

援業務内で対応すること。 

オ  物流管理業務に関する情報システム（物品管理システム等）の導入

検討を行うこと。 

カ  物品管理に関連する什器備品計画を検討支援すること。 

(3) 委託化計画策定支援業務 

ア 委託業務について、現状分析を行い効率性、経済性の観点から委託

範囲の整理、委託方法、業者選定スケジュール等を検討し、委託に関

する基本的な計画を策定すること。 

なお、対象となる業務は協議の上、決定すること。 

イ 上記アを踏まえて、委託業務範囲・区分の検討、仕様書策定、業者意

向調査を行い委託業務別の概算費用を算定すること。 

ウ 委託業者の選定に関し、選定方法、選定スケジュール、委託仕様書、

評価基準等を作成、提案すること。 

エ 新病院開院時の委託業者の立ち上げに関する工程管理や各部門職員

との稼働に向けた課題等が発生した場合には、積極的に支援、提案す

ること。 

(4) 情報システム等更新計画支援業務 

ア  現病院における情報システムの稼働状況等を踏まえ、新病院開院ま

でのシステム移行について更新手法・時期等の最適な全体方針を提案

すること。 

イ  各部門へヒアリングを行い、現状分析や課題抽出を行い新病院にお

けるシステム化範囲・基幹システム・部門別システムの更新や導入の

計画、選定スケジュール等を整理して、情報システム構築の基本計画

を策定すること。 

ウ  基本計画にもとづき、概算費用等を算定しシステム全体費用を試算
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して提案すること。 

エ 情報システムについては、日々進化するため、必要に応じ各システ

ム業者へＲＦＩ（情報提供依頼）を行い、発注者と協議の基本計画に

反映すること。 

オ  基本計画やＲＦＩにもとづいた、情報システムにおける選定方法や

調達仕様書、ＲＦＰ（提案依頼書）関連資料等の作成、提案をするこ

と。 

カ  情報システムの建設工事業者が作成する総合図への影響や運用フ

ローへの影響を整理し、関係者へ情報共有すること。 

キ 別途発注するネットワーク等の情報インフラ等設計業者と積極的に

調整を行い、基本計画に反映すること。 

ク システム業者が各部門と実施する要件定義等の状況を把握し、シス

テム費用が基本計画の範囲内で収まることを検証すること。 

ケ システム構築進捗状況について新病院開院スケジュールに影響のな

いようにシステム業者からの進捗を適切に状況把握し、必要に応じ指

導、助言を行うこと。 

コ システム稼働に向けた操作研修等について適切に状況把握を行い、

必要に応じ構築（更新）業者に対し指導・助言を行うこと。 

サ 運用マニュアルやリハーサルへの影響を鑑み、システム稼動に向け

ての準備状況の把握を行い、適宜全体調整を図ること。 

(5) 医療機器整備計画（什器備品含む） 

ア 医療機器整備マスターリスト（以下 「マスターリスト」という。）

を踏まえ、院内各部門に対してヒアリングを実施し、病院要望と医療

機器整備予算との調整を行いマスターリストを更新すること。調整に

当たっては、ランニングコストを含めた費用対効果を検証すること。 

イ  新設機器の選定について、将来の医療需要等を踏まえ、情報収集（カ

タログ収集等）を行い、資料を提供すること。 

ウ  建築工事・医療機器・情報システムの工事（発注）区分を検証し、

建築工事（一次側）と医療機器整備（二次側）について、二次側の調

達範囲を明確にし、マスターリストを更新すること。 

なお、更新にあたっては、医療情報システムとの接続有無、特殊設
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備条件等を整理し、必要に応じ設計業者・建設工事業者等と調整を行

いながら、設計書との整合を図ること。 

エ  建設工事業者が作成する総合図に、医療機器整備の見地から必要設

備、内容確認・配置整理等を行うこと。 

オ 医療機器の設置場所や、配管、排水等の接続等において、建設工事

業者および工事監理業者、ならびに医療機器メーカーとの調整や情報

共有を積極的に行い、工事の手戻りが発生しないように調整を行うこ

と。調整については、医療情報システムとの接続有無、特殊設備条件

等を整理し、設計図書との整合を図ること。 

カ  医療機器の調達について、導入機器与条件を整理した「医療機器調

達仕様書」を作成し選定・発注支援すること。 

キ  調達する医療機器の「医療機器搬入スケジュール」を作成すること。 

また、購入する医療機器の検収方法等について支援すること。 

ク 機器設置に伴い許認可等を要する医療機器の申請スケジュール等を

示し、手続きを支援すること。 

ケ 新病院への移設・更新・新設の医療機器等搬入計画を策定すること。 

コ 医療機器等搬入計画にもとづき、関係業者とのスケジュール調整を

行い、移設・更新・新設における全体管理を行うこと。 

サ 据付や動作確認等の発注者の支援を行うこと。 

(6) 移転計画策定支援業務   

ア  新病院開院に向け、開院日（患者移送日・外来診療開始日）、移転

期間、移転規模（移送患者数等）等の移転基本方針の検討、確定を支

援すること。 

イ 移転基本方針にもとづき、移転前後の診療制限に関わる基本方針を

検討、確定を支援し、「移転基本計画」として取りまとめること。 

  なお、医療機器の搬入や、医療情報システム稼動確認等イベントご

との詳細業務を整理し計画に反映すること。 

ウ 移転基本方針にもとづき、関連業者から移転費用の見積徴取等を行

い、移転にかかる全体費用を取りまとめること。 

エ 医療機器や備品等の移設・搬入計画との整合性を図り、移転業者選

定にかかる仕様書、選定等の資料を作成・提案すること。 
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なお、引越業務において対応する医療機器・備品、物品のリストを

作成し、物量を算定すること。 

オ 移転業業者が作成する患者移送計画や物品移転計画、移送マニュア

ル等ついて検証し、病院運営面からの内容の精査、調整を行い、必要

に応じ移転業者に対し指導・助言を行うこと。 

カ 移転リハーサルのスケジュール及び実施規模等の検討を行い、実施

について支援を行うこと。 

キ 移転業者との移転準備作業について、適宜調整を図り、進捗管理を

行うこと。 

(7) 経営計画策定支援業務   

ア 新病院の組織・人員配置計画（診療科・部門別人員配置計画）策定

を支援すること。 

イ 人員配置計画や委託化基本計画にもとづき、事業收支計画を更新す

ること。 

ウ 人材確保や人材募集計画等の業界の動向について、助言、資料提案

等を行うこと。 

エ 新病院開院時における医療法、施設認定、施設基準などについて参

考資料や事例を提供すること。 

オ 基本計画策定後の社会情勢、人口動態、医療環境等の変化、地域医

療構想等の状況を踏まえ、参考となる情報を提供するなど、経営計画、

事業収支計画策定の支援を行うこと。 

 

９ プロジェクト管理  

(1) 受注者は、必要なスキルおよび経験を有するメンバーを配したプロジ

ェクト体制を整えること。プロジェクトについては、全体責任者を定め

ること。 

業務期間中にメンバーを変更する場合には、事前に発注者に届出、必

ず了承を得るものとする。ただし、その場合には、従前の担当者と同等

以上の能力を有する者を配置すること。  

(2) 受注者は、本業務にあたり、速やかにプロジェクト計画書（業務計画

書）を策定し、発注者の承認を得ること。計画書については以下の項目
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を記載すること。 

ア プロジェクト管理方針 

イ 各業務内容を網羅した全体スケジュール 

ウ 業務体制 

エ 会議体の運営方法 

オ 年度ごとの具体的な作業内容 

カ 業務ごとの役割分担（発注者、受注者、工事業者、関連業者等） 

キ 成果物 

ク 他業者との調整方法 

(3) 受注者はプロジェクト計画書にもとづいて、適正なプロジェクト管理

を実施すること。 

プロジェクトに際しては、ＰＭＢＯＫ等の手法を用い本業務に関連す

る担当者が情報共有を確実に行えるようにすること。 

(4) プロジェクトの運用における伝達・記録・保存の対象となる情報を定

め、情報の伝達・記録・保存の方法を提案すること。 

発注者と協議し、決定した方法に従い、情報の管理・更新・運用を確

実に行うこと。 

(5) プロジェクトにおける検討課題・要望等について、解決すべき項目を

分野別に整理し、重要度・優先度を勘案した上で、各部門の検討スケジ

ュール、工程を示した業務工程管理表（ＷＢＳ）を作成すること。 

(6) 受注者は本業務に関する会議体（部会、ワーキンググループ含む）を

設置し、会議体を運営すること。各会議体については、発注者が定める

新病院建設工事における組織体制と整合を図ること。 

  また、発注者と調整の上、適宜必要な小会議を開催すること。 

(7) 各会議体については、原則短時間で、かつ必要最小限の構成員で行い、

効率的な会議運営を心掛けること。 

(8) 各会議体については、事前に必要な資料を作成すること。資料につい

ては、会議体の議題がスムーズに決定できる資料を提供すること。 

(9) 各種会議体（打合せ含む。）には、中立性の立場のもと、発注者の技

術的な支援を行うこと。 

(10)必要に応じ、発注者が開催する委員会や会議体へオブザーバとして出
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席し、資料の説明、質疑への対応を行う場合があることを了承すること。

会議体への参加に際し、必要な各種調査や先進地事例などの情報提供を

依頼する場合がある。 

(11)受注者が出席した打合せ、協議等については、速やかに会議録を作成

し、次回打合せ時までに検討結果資料等を添えて発注者に提示後、わか

りやすく分類し、一元管理すること。 

(12)発注者がホームページ等で公表する新病院建設事業に関する内容等に

関し、必要に応じて助言を行うこと。 

(13)各種説明会（職員向け、近隣住民向け）等の開催に向け、発注者への

助言および支援を行い、関連業者への協力を依頼すること。 

また、説明会等の開催について事務局の運営支援を積極的に行うこと。  

 

10 資料の貸与  

  本業務は、計画段階や設計段階において検討、決定した事項を引き継ぐ

必要があることから、受注者には詳細な検討資料等を貸与する。 

 

11 資格および実績等 

受注者は本業務を行うにあたり、以下の資格および実績を有する責任者

または担当者を配置すること。 

(1) 資格 

日本医業経営コンサルタント協会認定医業経営コンサルタントの資格

を有する者とする。 

(2) 実績 

病床（医療法第 7 条 2 項に規定する「一般病床」）が 400 床以上の病院

の開院支援等を履行した実績を有する者とする。 

   

12 機密保持 

本業務を実施する上で必要とされる機密保持にかかる条件は、以下のと

おり。 

(1) 受注者は、本業務の実施過程で発注者が作成した情報を、本業務の目

的以外に使用または第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとし、
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そのために必要な措置を講ずること。 

(2) 受注者は、本業務の実施に当たり、発注者ならびに実施設計業者から

入手した資料等については適切に管理すること。 

(3) 受注者は、本業務において取り扱う情報の漏えい、改ざん、滅失等が

発生することを防止する観点から、情報の適正な保護・管理対策を実施

すること。 

(4) 万一、情報の漏えい、改ざん、滅失等（以下、「漏えい等」という。）

が発生した場合に実施すべき事項および手順等を明確にするとともに、

事前に発注者に提出すること。 

また、漏えい等の事態が発生、もしくは漏えい等の恐れが発生した場

合は、発注者へ報告するとともに、当該手順等にもとづき可及的速やか

に修復すること。 

(5) 受注者の故意または過失を問わず、漏えい等が発生し、発注者が損害

を被った場合は、受注者は発注者に対して損害賠償の責めを負うものと

する。 

 

13  調整業務 

本業務に当たり、新病院建設事業に関連する業者と調整が必要な場合は、

発注者の承認を得た上で、積極的に調整を行うこと。 

 

14  成果物 

  本業務は複数年度にわたる業務のため、各年度ごとおよび業務完了時に

おける成果物については、原則、以下のとおりとする。 

  ただし、詳細な成果物については、プロジェクトの進捗により異なるた

め、発注者と協議の上決定する。 

 (1) 提出方法 

ア カラー印刷された紙資料をファイル等整理したもの ２部 

イ 電子版資料（ＣＤ－Ｒ等に収録したもの）     １部 

(2) 提出資料（参考） 

  以下に各年度の提出資料を参考提示する。 

各年度の成果物の詳細は、受注者があらかじめ案を提示し、発注者と
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協議の上決定すること。 

  また、工事の進捗状況により変更となる場合があるので注意すること。 

ア 令和２年度 

(ｱ) 実施運用フロー 

(ｲ) 業務委託計画関連の基本方針 

(ｳ) 医療情報システム関連の基本方針 

(ｴ) 医療機器マスターリスト 

(ｵ) 社会情勢、人口動態、医療環境等の変化、地域医療構想等の状況

等を整理した資料 

イ 令和３年度 

(ｱ) 実施運用フロー 

(ｲ) 委託業務選定に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

(ｳ) 医療情報システム調達に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基

準等） 

(ｴ) 医療機器マスターリスト（更新版） 

(ｵ) 医療機器等整備スケジュール 

(ｶ) 医療機器等調達に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

ウ 令和４年度 

(ｱ) 総合運用マニュアル 

(ｲ) 委託業務選定に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

(ｳ) 医療機器調達に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

(ｴ) 医療機器マスターリスト（更新版） 

(ｵ) 医療機器等整備スケジュール（更新版） 

(ｶ) 移転基本計画 

(ｷ) 移転業者選定に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

エ 令和５年度 

(ｱ) 総合運用マニュアル（開院版） 

(ｲ) 総合リハーサル実施計画書 

(ｳ) 医療機器調達に関する資料（仕様書、選定要綱、評価基準等） 

(ｴ) 医療機器等搬入スケジュール 

オ 各年度共通 
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 (ｱ) プロジェクト計画書（契約締結後、随時） 

 (ｲ) 議事録（要旨）（随時） 

 (ｳ) 各種検討支援に関する資料 

 (ｴ) 発注者へ都度提出した資料等 

 (ｵ) 業務完了報告書（業務完了時） 

(ｶ) その他、発注者が指定する新病院建設にかかる各種資料 

 

15 成果物の確認 

成果物の確認は、各年度業務完了時、および契約完了時までに行う。 

なお、確認の結果、全部または一部に誤りや、記載ミス等が認められる

ときは、直ちに修正を行い、発注者の再確認を受けること。 

 

16 成果物の帰属 

成果物及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権限は、

発注者に帰属する。 

また、これら成果品等の第三者への提供や内容の転載については、発注

者の承諾を必要とする。 

 

17  費用の支払いについて 

発注者は前第 14 項に定める確認完了後、「５ 業務委託料および支払方

法」に記載を上限額とし、受注者の請求にもとづき各年度ごとに支払うも

のとする。各年度の内訳については、発注者と協議すること。 

 

18  再委託 

本業務の実施に当たり、全ての作業を他の事業者に再委託しないこと。 

ただし、やむを得ず業務の一部を再委託する場合においては、事前に再委

託に関する事項を記載した承諾書を提出後、発注者の承認を得ること。  

なお、受注者は、再委託先と再委託業務に関わる守秘義務契約等を締結

して、本業務に関わる全ての情報が適正に管理されているか監督をするこ

と。再委託範囲については、受注者が責任を果たせる範囲内とし、再委託

に問題が生じた場合には受注者の責任において対応すること。 
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19  業務実施上の留意事項 

(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、新病院基本計画、基本設計、実施

設計の内容に十分理解するとともに、本事業に係る関係諸法令および関

連条例等の遵守を徹底すること。 

(2) 受注者は、本業務において、発注者の方針や意向を十分に理解し、関

連する各分野における専門性の高い技術力を有する者を随時、適切に配

置し、業務にあたるとともに、良質かつ安定的な支援を契約期間中継続

的に提供すること。 

(3) 受注者は、常に発注者の支援者としての立場に立ち、発注者の利益を

守ることを最大の任務と捉え、本業務を実施するとともに、契約期間中、

発注者との高い信頼関係および倫理性の保持を徹底すること。 

(4) 受注者は、本事業に関連する工事監理業者、施工者および発注者以外

のプロジェクト関係者から常時、中立する立場を維持徹底すること。 

(5) 受注者は、本業務の実施に関し、疑義が生じた場合には、速やかに発

注者と協議を行うこと。 

  また、本業務の遂行に当たり、発注者の方針や意向を満足する上で、

発注者が必要と考えるものに関しては、本業務に含まれるものとして遅

滞なく遂行すること。 

 

20  その他  

本仕様書に定めのない事項は発注者及び受注者が協議の上定めるものと

する。 

 


