
平成27年4月8日現在

■国立循環器病研究センター移転建替整備事業　質問回答書

本書は、平成27年3月20日までに受付された本件事業の質問において回答するものです。
平成27年3月24日に公表した回答も再掲しています。
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様式B-1　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　入札説明書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.

1 1 1 入札説明書等

「入札説明書等」に記載のない仕様や数
量については、受注者の判断により設定
し、提案書及び入札書等に記載・反映す
ることでよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

2 2 2 1 カ a.
設計業務
・事前調査業務

事前調査業務の内容は、基本設計で決
定している計画の確認作業（各部門へのヒ
アリング）であり、この作業で発生する基本
設計の変更等を含むと考えてよろしいで
しょうか。

業務内容は要求水準書に従います。
なお、ヒアリングや基本設計の見直し
は、実施設計業務に含まれます。

3 2 2 1 カ a.
設計業務
・事前調査業務

上記ヒアリング前に想定医療機器のスペッ
クと機器配置を受領できると考えてよろし
いでしょうか。

想定医療機器のスペック等は、実施設
計、工事施工の過程にて整理していく
ことになります。

4 2 2 1 カ a. 設計業務

建設工事中における設計監理業務（設計
意図伝達業務）で、 終ヒアリングと 終
のプラン確定及び設備機器発注が想定さ
れますが、その業務は別途発注と考えて
よろしいでしょうか。

質問にある業務は、設計監理業務や
別途業務による発注は考えておりませ
ん。本件事業の範囲内としてください。

5 2 2 1 カ a. 設計業務

上記の場合、現場の中間時及び 終時に
おいて設計変更による確認申請及び、そ
の作業が発生しますが、その費用も別途
発注と考えてよろしいでしょうか。

工事期間中の設計変更により確認申
請の再申請等を行う事態が想定され
た場合の費用分担は、事業契約書の
規定に従います。

6 2 2 1 カ a. 設計業務

契約後、要求水準書の変更により事業費
用が増加する場合、「要求水準書の変更
が発生する場合は、センター側の帰責事
由としてセンター負担となります。」旨以前
ご回答頂きましたが、この場合、見直しに
よる設計スケジュールについては、セン
ターとの協議によるということでよろしいで
しょうか。

契約締結後の要求水準の変更に関す
るものは、事業契約書の規定に従いま
す。

7 2 2 1 キ 事業期間

「事業契約締結の日（平成27年8月を予
定）から平成31年度を 終期限とする」と
記載がありますが、事業期間は、開設準
備・移転及び運用支援業務の対応期間を
含め平成32年の3月31日を 終期限とす
る、との理解でよろしいでしょうか。

事業期間の 終期限は、引渡日となり
ます。開設準備・移転及び運用支援
業務は、供用開始日以降も想定して
おります。
要求水準書ｐ138を参照してください。
また、それ以上の提案は、応募者の提
案に委ねます。

8 3 2 2 イ ア 施設規模

施設構造には「基本設計完了時点におけ
る一例であり、事業者の提案を求める」と
の記載がありますが、施設規模においても
同様であるとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準を満たした上で、事業者提
案となります。

9 3 2 2 イ ア 施設規模

病床数以外は、事業者提案により変更す
ることは可能との理解でよろしいでしょう
か。その場合、延べ面積の変更範囲の上
限下限がありましたらご教示ください。

要求水準を満たした上で、事業者提
案となります。

10 3 2 2 イ イ 施設構造

免震構造以外の提案も可能であるとの理
解でよろしいでしょうか。

要求水準を満たした上で、事業者提
案となります。

11 3 2 2 イ イ 施設構造

施設構造については事業者側の自由提
案と考えてよろしいでしょうか。

要求水準を満たした上で、事業者提
案となります。

回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル
該当箇所
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様式B-1　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　入札説明書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

12 5 3 1 ア エ a. 設計業務

「なお、代表企業は建設工事を担当するも
のとし、協力企業は設計業務を担当するも
のとする。」とありますが、民間事業者の提
案を 大限活用するため、本件事業の設
計業務を「代表企業設計部門（一級建築
士事務所）と協力企業（設計事務所）とが
共同して担当してもよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

13 5 3 1 ア エ a. 設計業務

質問No1のケース同様、代表企業と設計
企業が共同して設計業務を担当した場
合、設計業務のうち設計代表者は両者の
いずれかとすることでよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

（質問中のNo1は、本書No12に該当し
ます）

14 5 3 1 ア エ 応募の構成

応募者が、建設企業と設計企業のグルー
プ（③）の場合で、建設企業（単独）が設計
業務について設計企業とJVにて業務を行
う場合は、様式1-1③にて応募し、様式1-
2にて、代表企業の主たる担当業務に設
計業務、建設工事と記載することでよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

15 6 イ ア c
応募者の
参加資格要件

2004年度以降に業務が完了したとありま
すが実施設計が完了し、工事中でも可と
考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。実施設計が完了し
たことを証明する資料をご提示くださ
い。

16 12 4 1 スケジュール

入札説明書等質問受付に(随時受付)とあ
りますが、3/13～20内にのみ随時というこ
とでしょうか。また、その場合3/13～20以
降に、要求水準書等で重要な質疑が生じ
た場合、この期間以外にも質疑を行うこと
は可能でしょうか。

前段については、貴見のとおりです。
後段については、質疑受付は予定し
ていません。今後の質疑事項は、対話
にてご確認ください。

17 13 4 2 ウ エ ｃ． 個別回答

具体的には、各社が保有する知的財産に
関する質問を想定されているのでしょう
か。これ以外にも該当するものがあれば、
お示し下さい。

入札説明書に記載したものが対象とな
ります。

18 13 4 2 ウ エ ｃ． 個別回答

個別回答は、どのような方法で、いつまで
にご回答いただけるのでしょうか。

個別にご連絡し、4/10の回答を予定し
ています。

19 13 4 2 ウ エ ｃ． 個別回答

質問者側からみて本項目に該当する質問
は、個別回答希望を明示した上で質問を
行うことは可能でしょうか。

明示は可能としますが、 終的には本
センターが認めた質問を対象としま
す。

20 13 4 2 ウ
入札説明書等に
関する質問の受
付及び回答

所定の質問受付期間では全ての質疑を
提出することができません。改めて追加質
疑提出の機会を設けて頂くことは可能で
しょうか。

No16を参照してください。

21 14 4 2 キ イ 対話の実施方法

別紙1「対話実施要領」に資料提出期限の
記載がありますが、資料提出から対話当
日まで相当期間がありますので、当日迄
の間に項目を追加することをお認めいた
だけないでしょうか。

不可とします。

22 14 4 2 キ イ 対話の実施方法

別紙1「対話実施要領」4注意事項(2)に、
「参加者名簿を提出すること」とあります
が、提出方法と様式に指定はありますで
しょうか。

提出方法は、申込み方法と同様としま
す。様式は任意としますが、役職と本
件事業での担当分野（業務体制に入
る場合）を記載してください。
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様式B-1　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　入札説明書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

23 14 4 2 キ 対話の実施場所

対話の実施場所についての広さ、対話人
数、机の配置、プロジェクター使用可能か
どうかの有無をご教示ください。

プロジェクターは利用可能です。それ
以外は未定です。

24 16 4 2 サ ｂ
プレゼンテーショ
ン・ヒアリングの実
施場所

プレゼンテーション・ヒアリングの実施場所
についての広さ、対話人数、机の配置、プ
ロジェクター使用可能かどうかの有無をご
教示願います。

プロジェクターは利用可能です。それ
以外は未定です。

25 16 4 2 サ
プレゼンテーショ
ン・ヒアリング

プレゼンテーション・ヒアリングの詳細内容
をお教えいただけないでしょうか。

提案書について、応募者からのご説明
（プレゼンテーション）及び、審査委員
からの質問（ヒアリング）となります。

26 16 4 2 サ
プレゼンテーショ
ン・ヒアリング

提案をより適切にお伝えするため、当日の
参加人数については、複数名が参加でき
るよう人数制限をつけなでいいただけない
でしょうか。

会場の都合がありますので、人数制限
を行う予定です。

27 19 5 4
落札者を決定し
ない場合の措置

全参加者の入札価格が予定価格超過の
場合は、競争契約参加心得（工事請負契
約）29に基づき、2～3回までの再度入札を
行うとの理解でよろしいでしょうか。

原則、再度入札は行いません。

28 20 6 1 イ 契約の締結

「提案内容及び入札価格の内訳（請負代
金内訳書）について協議を行う」、と記載
がありますが、具体的に想定されている協
議内容をお示しいただけないでしょうか。

提案内容及び入札価格の内訳の疑義
事項について協議を行います。

29 21 6 4 ウ
供用開始準備期
間

「その他業務に関して」と記載があります
が、具体的にその他業務は何を指すので
しょうか。また、保険期間については、竣
工引渡し翌日から供用開始前日迄との理
解でよろしいでしょうか。

前段については、ここでの「その他の
業務」とは、設計業務及び建設工事以
外の業務とします。
後段については、業務開始日は、応
募者の提案によるところもありますの
で、竣工引渡し翌日とは限りません。

30 22 7 2 ア ウ 工事完成時

「事業契約に規定した水準に適合するも
のであるか否かについて確認する。」とご
ざいますが、受注者が提案した仕様や方
法及び発注者要望による代替方法を反映
した、基本設計VE反映版を満たしている
かの確認であるとの理解でよろしいでしょう
か。

7（2）ア（ア）により確認された実施設計
と、工事施工時に変更があった場合は
その設計図書等により確認します。

31 24 8 1 参加資格の喪失

落札者の決定後に、代表企業が参加資格
を喪失した場合でも、事業契約を締結でき
るとしていただけませんでしょうか。

原案のとおりとします。

32 24 8 2
事業協議会の設
置

「第三者」とは、具体的にはどのような方が
参加されることを想定されているのでしょう
か。

コンサルタント、工事監理者等を想定
しますが、これに限らず本センターが
指定する者が参加します。

33 24 8 3
情報公開及び
情報提供

この情報提供とは、貴センターが一般の
方々へ向けて情報公開することを示して
いると理解してよろしいでしょうか。また、
公開する情報は具体的にどのような内容
を想定されているのでしょうか。

前段については、貴見のとおりです。
後段については、入札説明書の記載
事項のとおりです。

4



様式B-1　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　入札説明書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

34
別紙

1
2 代替提案の定義

「基本設計の代替提案」とあります。代替
提案の制限としては、要求水準書1Pにあ
る（ウ）代替方法の制限に準じるのでしょう
か。それとも要求水準書の見直しも含め制
限はないのでしょうか。

要求水準書に明記した代替方法を指
します。対話実施要領を修正します。

35
別紙

1
2 代替提案の定義

代替提案において地下の階数を変更する
提案は認められるとの理解でよろしいで
しょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められ
ません。

36 入札説明書全体

入札説明書以外の公告資料にも関連しま
すが、各資料の間で記載内容に齟齬が
あった場合は、入札説明書の記載内容を
優先するとの解釈でよろしいでしょうか。

事業契約書第1条の2のとおりです。こ
れ以外では、要求水準書、入札説明
書等の順に優先します。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名

1 様式一覧 1/3 様式1-1～1-10 副本の提出

様式集記載要領（５）ア．第一次審査
（ア）の記載と様式一覧の記載内容
が一致しておりません。どちらの記載
を遵守したらよろしいでしょうか。

様式1-1～1-6-2は、1部提出してく
ださい。様式集を修正します。

2
様式一覧

（1/3）
技術提案書表紙

様式3-1の
提出部数

提出部数正1副27と記載されておりま
すが、同様式集の記載要領(5)ウ(ア)
においては正1部提出と記載されて
います。どちらを順守すればよろしい
でしょうか。

正1部、副本27部を提出してくださ
い。

3
様式集の記載
要領（３）

「Ａ４半両面縦」ならびに「Ａ３半片面
横」という記載がありますが、定義に
ついてご教示ください。

誤記ですので、以下のとおり読み
替えてください。
「A4半両面縦」⇒「A4版両面縦」：
A4サイズ、縦向き、両面印刷
「A3半片面横」⇒「A3版片面横」：
A3サイズ、横向き、片面印刷

4
様式集の記載
要領（５）ア
（ア）

「正本1部、副本5部」となっています
が、様式一覧では様式1-1から様式
1-6-2は1部となっています。どちらが
正かご教示ください。仮に副本5部提
出する場合は、様式1-1から様式1-
6-2は正本の複写でよろしいでしょう
か。

No1を参照してください。

5
様式集の記載
要領（５）ア（イ）

「5部提出」となっていますが、様式一
覧では正1副5となっています。どちら
が正かご教示ください。

正本1部副本5部の計6部と、電子
媒体を提出してください。

6 記載要領
（５）

ア．（イ）
様式1-3
添付資料

添付資料の対象から様式1-3競争参
加資格確認申請書の添付資料が漏
れています。当該添付資料の提出形
式をご指定下さい。

様式1-3の添付資料も対象としま
す。様式集を修正します。

7 記載要領
（５）

ア．（ウ）
電子データの
対象

「上記提出物」とは、（イ）のみでしょう
か。それとも（ア）も含まれるのでしょう
か。また、様式1-3の会社概要等の
添付資料も電子データ提出の対象と
なるのでしょうか。

前段については、（ア）（イ）が対象
です。後段については、会社概要
等の添付資料は、電子データは不
要とします。

8
様式集の
記載要領

（5） ウ 第二次審査

電子データ（ＰＤＦ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏ
ｒｄ，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｅｘｃｅｌ）を電子媒体
により提出とありますが、後頁でＥｘｃｅ
ｌと指定されている資料以外は、ＰＤ
Ｆ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄ，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
Ｅｘｃｅｌのいずれかによる提出と考え
てよろしいでしょうか。特に、図版等
はＣＡＤによる作図を基本としていま
すので、ＰＤＦによる提出となります。

電子データ提出の趣旨は、本セン
ターの審査作業の効率化のために
依頼するものです。そのため、PDF
ファイルの他、Microsoft Word又は
Microsoft Excelにて作成されたファ
イルを提出してください。
CADによる図版等はPDFにて問題
ありません。

9
様式集の記載
要領（５）ウ（イ）

電子データ（PDF、Microsoft Word、
Microsoft Excel、）とありますが、図面
集を除く技術提案書はWordまたは
Excel以外で作成してはいけないとの
理解でよろしいでしょうか。また、その
際にはPDF化したものも提出するとの
理解でよろしいでしょうか。

No8を参照してください。
な お 、 Microsoft Word 、 Microsoft
Excelにてファイルを閲覧することが
できる（ソフトウェアによる誤表示等
の問題がないことを前提）のであれ
ば、特段作成に係るソフトウェアを
制限するものではありません。

回答質問No タイトル
該当箇所
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

10
様式集の記載
要領（５）ウ（ウ）

電子データ（PDF、Microsoft Word、
Microsoft Excel、）とありますが、
WordまたはExcel以外で作成しては
いけないとの理解でよろしいでしょう
か。また、その際にはPDF化したもの
も提出するとの理解でよろしいでしょ
うか。

No8を参照してください。

11
様式集の記載
要領（５）ウ（イ）

「一括してＡ４ファイルに左綴じ」とあ
りますが、様式3-3～様式3-3-14は
Ａ３サイズですので、Ａ４判サイズに
折り込むとの理解でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

12
様式集の記載
要領（５）ウ（ウ）

「一括してＡ４ファイルに左綴じ」とあ
りますが、様式4-5-2、様式7-3はＡ３
サイズですので、Ａ４判サイズに折り
込むとの理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

13
様式集の記載
要領（５）ウ
（エ）

「Ａ４ファイルに左綴じ」とありますが、
サイズが任意となっていますので、Ａ
４判サイズに折り込むとの理解でよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

14 1 10
建設工事配置予
定技術者実績調
書（専門技術者）

添付書類

様式6-8専門技術者の実績提出の
際には、担当者が当該業務に関与し
たことが判明できる書類を添付するこ
とになっていますので、様式1-10の
提出時には不要との理解でよろしい
でしょうか。

様式1-10及び様式6-8の提出時に
それぞれ提出してください。

15 1 7
実績調書（設計
業務）

設計業務実績
調書

表中の完了年月日の記載は実施設
計完了日でしょうか。工事完成日で
しょうか。

実施設計完了日としてください。

16 1 9
建設工事配置予
定技術者実績調
書（監理技術者）

添付書類

様式6-7監理技術者の実績提出の
際には、担当者が当該業務に関与し
たことが判明できる書類を添付するこ
とになっていますので、様式1-9の提
出時には不要との理解でよろしいで
しょうか。

様式1-9及び様式6-7の提出時に
それぞれ提出してください。

17 1-1
（③の場

合）
参加表明書 グループ名称

具体的には、「○○社・△△社グ
ループ」でよろしいでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

18 1-1 参加表明書 届出の代表者

弊社は社内規定により、関西地区の
工事の見積・入札・契約に関する権
限は関西支店長が有しておりますの
で、企業代表者名義を関西支店長と
してよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

19 1-10
建築工事配置予
定技術者実積調
書（専門技術者）

配置予定技術
者数

参加申請の時点において、人事異
動等の問題から、専門技術者を複数
名申請することは可能でしょうか。

貴見のとおりです。

20 1-2
入札参加者構成
表

※２　主たる担
当業務

具体的には、入札説明書P.2「本事
業の内容」に記載されたa～e全てに
関し、どの企業が担当するか記載せ
よ、との主旨でしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

21 1-2
入札参加者
構成表

表中の○印

表中に○印がありますが、会社の代
表者印を押印するのでしょうか。もし
くは担当者が押印するのでしょうか。

代表者印として下さい。

22 1-4
資格審査
確認表

設計業務

「厚生労働省から近畿ブロックにおけ
る一般競争参加資格の認定を受け
ており、Ａ等級に格付けされているこ
と」は設計業務を担当する場合には
不要と思われますが誤植でしょうか。

設計業務には不要です。様式集を
修正します。

23 1-5
保険料納付に係
る申立書

備考2

グループの代表企業又は特定建設
工事共同企業体のJV代表者以外の
企業も本様式を作成し、代表企業又
はJV代表者が、それを取り纏めて提
出するとの解釈でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

24 1-6 1 委任状 備考1

質問No7と同じ主旨ですが、本書式
を協力企業等が作成し、代表企業又
はJV代表者が、それを取り纏めて提
出するとの解釈でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

25 1-7～1-10
設計業務実績調
書　他

実績年度の起
算日

履行実績について「2004年度以降」
との記載がありますが、具体的には
「2004年4月1日以降」との解釈でよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

26 1-9
建築工事配置予
定技術者実積調
書（管理技術者）

配置予定技術
者数

参加申請の時点において、人事異
動等の問題から、監理技術者を複数
名申請することは可能でしょうか。

貴見のとおりです。

27
1-9～1-

10
実績調書関係

実績業務の竣
工時期につい
て

「2004年度以降に竣工した・・・の建
設」の実績で、国立循環器病研究セ
ンターの本工事の着工までに竣工す
る工事は、実績として該当することで
よろしいでしょうか。（該当プロジェクト
の契約書工期にて証明）

不可とします。参加表明書及び競
争参加資格確認申請書受付締切
日時点で竣工する工事を対象とし
ます。

28 2-2 1 対話事項

基本設計書、諸室リスト、その他資料
に関する対話事項は、それぞれ様式
2-2-2～2-2-4に記載することとありま
す。本様式で記載すべき提案内容に
ついてご教示ください。

様式2-2-1では、すべての代替方
法の提案に関する概要を記載して
ください。
様式2-2-2～2-2-4については、基
本設計書、諸室リスト、その他資料
について、原案から変更する内容
について、具体的に記載してくださ
い。

29 2-2 1 対話事項

記載内容として、性能の向上、イニ
シャルコストの変動、ランニングコスト
の変動、工期の変動とありますが、記
載要領が不明です。ご指示くださ
い。

様式2-2-1では、すべての代替方
法の提案に関する概要を記載して
ください。
記載要領は応募者の提案に委ねま
す。

30 3 2-7 施設概要

面積集計する
際
に使用した電
子データー

電子データーとは、集計に活用した
表計算ソフトデーターと解釈してよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

31 3 2-8 建築計画
集計する際に
使用した電子
データー

文中　「施設の延床面積等を集計す
る際に使用した電子データー」とある
いのは、延床面積ではなく、内装計
画概要にある「部屋面積」と読み替え
てよろしいでしょうか。

内装計画概要を作成した電子デー
ターに変更します。様式集を修正し
ます。

32 3 2-8 建築計画 内装計画概要

表に記載するのは、諸室リストに記載
がある部屋のみと考えてよろしいで
しょうか。

諸室リストに記載のある部屋に加え
て、オープンイノベーションセンター
の諸室や応募者の提案による諸室
も含めて記載してください。
なお、代替方法の提案等により、公
表した諸室リストの記述内容から変
更になった点がわかるような記載を
お願い致します。

33 3 3-1 配置図 配置図

縮尺1/500だと敷地全体がＡ3では入
りません。縮尺は適宜判断か、提供
図面のように1/800程度の縮尺でよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

34 3 3-2 立面図 立面図

縮尺1/500だと建物全体がＡ3では入
りません。縮尺は適宜判断か、提供
図面のように1/800程度の縮尺でよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

35 3 3-3 各階平面図 各階平面図

縮尺1/500だと建物全体がＡ3では入
りません。縮尺は適宜判断か、病院
別、研究所別での記載でよろしいで
しょうか。

1/500とし、別々の記載で結構で
す。

36 3 3-3 断面図 断面図

縮尺1/500だと建物全体がＡ3では入
りません。縮尺は適宜判断か、病院
別、研究所別での記載でよろしいで
しょうか。

No35を参照してください。

37
3-1～
3-4

-
様式集の記載要
領

提出データ
について

提出電子データにMicrosoftWordと
ありますが、イラストなどがある場合は
MicrosoftPowerpoint等で作成し、
PDF変換して提出してもよろしいで
しょうか。【様式3-2-8などの建築計
画など】

No8、9を参照してください。

38 3-2 2
業務実施概要
（設計業務）

実施工程

「工期の遵守の考え方について記述
してください」とありますが、ここで言う
工期とは設計工期との理解でよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

39 3-3 1～14
設計建設図面集
（代替方法反映
後）

資料作成するために、基本設計書お
よび各種資料等のCADデータ等の
編集可能なデータを配布して頂くこと
は可能でしょうか？できれば4/10ま
でに頂きたい。VE提案等作成のため
必要です。

敷地情報に関するCADデータのみ
を提供します。それ以外の基本設
計に関するCADデータ(日影図含
む）は、管理上の問題等があるた
め、提供は差し控えます。
入札説明書に記載した問い合わせ
先にて配布します。

40 3-3 設計図面集
様式3-3-15の
有無

様式一覧には対象書式は3-3-1～
3-3-14までとなっております。様式3-
3-15は存在しないと考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。修正いたしま
す。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

41 4-6
施設維持管理費
（維持管理費、修
繕費）の縮減

維持管理費

施設維持管理費には、清掃費と警備
費は含まないとなっていますが、施
設維持管理費の縮減の提案の効果
には清掃費及び警備費について効
果がある場合は提案として認められ
るのでしょうか。

対話において、具体的なご提案を
ご提示ください。

42 4-6
施設維持管理費
（維持管理費、修
繕費）の縮減

施設維持管理
費の算出根拠
となる資料（長
期修繕計画
等）

維持保全計画書は1）建築維持管理
費、2）設備維持管理費（法定点検含
む）、3）外構維持管理費、4）駐車場
維持管理費、4）大規模修繕費につ
いて施設全ての部位について作成
するのでしょうか。それとも、施設維
持管理費（維持管理費、修繕費）の
縮減提案を行ったものだけの作成で
よいのでしょうか。

縮減提案の根拠として求めるもので
すので、縮減される部分について、
提案してください。

43 4-6
施設維持管理費
（維持管理費、修
繕費）の縮減

施設維持管理
費の算出根拠
となる資料（長
期修繕計画
等）

施設維持管理費の算出根拠となる資
料（長期修繕計画等）については、
用紙サイズと枚数については指定は
ありますでしょうか。

特に指定はありません。

44 4-7
施設維持管理費
（維持管理費、修
繕費）の縮減

1)建築維持管
理費

地下外壁において、定期的な法定点
検や免震点検等に要する通路及び
点検口等の記載がない場合、追加
事項として認められるのでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

45 4-8
施設維持管理費
（維持管理費、修
繕費）の縮減

１)建築維持管
理費

原設計では建物内に侵入する雨水
や地下水の排水機能が取れていな
い場合、追加事項として認められる
のでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

46 6 3～
統括マネー
ジャーの実績、
ほか

２.実績欄の下
段

2．実積欄の下段に「一般病床400床
以上を対象とします。」とありますが、
工事概要欄に落札者決定基準に応
じた実績を記入すればよろしいでしょ
うか。また、実績が複数ある場合は、
枠を追加して記入すればよろしいで
しょうか。

前段については、貴見のとおりで
す。様式集を修正します。
後段については、貴見のとおりで
す。落札者決定基準の条件を満た
しているかを判定します（同一の案
件の評価も可能です）。

47 6 3～8
統括マネー
ジャーの実績、
ほか

添付書類

担当者が当該業務に関与したことが
判明できる書類として、コリンズに氏
名の記載がある場合はコリンズを提
出、または、コリンズに氏名のない場
合は自社による従事証明書を作成し
て添付してよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

48 6-3
統括マネー
ジャーの実績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

49 6-3～6-8
統括マネー
ジャーの実績
他

業務完了

業務完了の日付は、該当する担当者
が、本業務にいつまで携わったかを
記載することでよろしいでしょうか。

担当者が携わった期日ではなく、
業務が完了した期日としてくださ
い。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

50 6-4
管理技術者の実
績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

51 6-5
設計担当者の実
績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

52 6-6
現場代理人の実
績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

53 6-7
監理技術者の実
績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

54 6-8
専門技術者の実
績

「一般病床400床以上を対象としま
す」との記載要領がありますが、落札
決定基準の11Pでは動物実験及び
飼育施設を有する5,000m2以上の研
究施設等の実績も採点基準となって
います。実績として2件記載してもよ
いとの理解でよろしいでしょうか。

No46を参照してください。

55 6-8
専門技術者の
実績

主任担当技術
者
の記載

様式6-8について、様式一覧では
「主任担当技術者の実績」と記載が
ありますが、「専門技術者の実績」が
正しいと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

56 7 2
代替方式の
提案概要

コスト縮減

コスト縮減額の算出における原案
は、別添資料1「基本設計書」の価格
でよいですか。（OICが盛り込まれて
いません）

貴見のとおりです。
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様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

57 7 2
代替方法の提案
概要

代替方法

基本設計に記載されていないオープ
ンイノベーションセンター導入に伴う
平面変更や基本設計の準拠を求め
られていない構造形式の変更につい
て、代替方法として提示する必要が
ありますでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

58 7-2
代替方法の提案
概要

「代替方法等は本センターが対話に
おいて適と判断した内容とすること」
とあります。適と判断された場合は、
要求水準書1Pの（１）要求水準書の
目的に記載されている通り、「受注者
提案に記載された性能又は水準が、
本要求水準書等に記載された性能
又は水準を上回るときは、受注者提
案の記載が本尿旧水準書等の記載
に優先するものとする」に該当すると
の理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

59 8、9 2
参考内訳書
内訳書

Excelﾌｧｲﾙ添
付

様式8-2参考内訳書の下欄にて”※
Excelファイルに示した全シートの様
式を提出する事。”との記載がありま
すが、様式9-2内訳書にはその記載
がありません。入札時においては、こ
のシート様式による明細は不要と考
えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

60 8-1 参考見積書

いずれの応募者も、参考見積書金額
が貴センターの予定価格を超過して
いる場合については、そのことを公表
いただけますでしょうか。 終的な積
算結果により、入札金額が参考見積
書金額を上回ることも考えられますか
ら、参考見積書金額が予定価格内に
おさまっているか否かをお教えいた
だくことで、本件入札が不調とならな
いよう、応募者として 大限の努力が
可能になると考えます。

予定価格に関する内容は回答でき
ません。

61 8-2 P-20 見積内訳書
医療機器及び
その他関連工
事の機器数量

医療機器の台数が内訳書に示され
ていますが、その根拠となるレイアウ
トや位置の判断できる図面を交付し
て頂けますでしょうか。

内部資料であるため、現段階では
公表は差し控えさせて頂きます。

62 8-2
参考見積書
内訳書

内訳書の記載

金額の記載について、病院と研究所
に分けられない項目については合計
金額のみの記載でもよろしいのでしょ
うか。

一定の仮定を置いて、費用の区分
けをしてください。なお、費用の区
分けを行うにあたっての仮定につい
ては、電子データに記載してくださ
い。

63
8-2、9-
1、9-2

参考見積書内訳
書、内訳書、入
札書

記載する名称

グループで入札する場合は、名称欄
に「グループ名称」「代表企業」を記
入すればよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

64 8-2、9-2
参考見積書内訳
書、内訳書

記載する名称
受任者とは何を指しますでしょうか。 委任状により、委任を受けた者をさ

します。

12



様式B-2　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　様式集」に関する質問の回答

様式番号 様式枝番 様式名
回答質問No タイトル

該当箇所

65 9 1 入札書 印鑑

代理人が入札するときは、委任状は
自社様式でよろしいでしょうか。また、
入札書に「商号または名称欄」を記
入し（印鑑はなし）、その下に「代理
人」を追記し氏名を記入し捺印をす
ればよろしいでしょうか。

前段については、入札時の委任状
については、様式1-6-1、1-6-2に
よりますので、様式1-6-1、1-6-2に
委任した者が入札に参加してくださ
い。
後段については、貴見のとおりで
す。

66 9-2 内訳書 内訳書の記載

金額の記載について、病院と研究所
に分けられない項目については合計
金額のみの記載でもよろしいのでしょ
うか。

No62を参照してください。
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様式B-3　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　落札者決定基準」に関する質問の回答

1 (1)

1 6 2
第一次審査
（資格審査）

設計及び建設の区分における実績要件項
目として、「動物実験及び飼育施設を有する
延べ床面積が5,000㎡を超える研究施設等」
とありますが研究施設等の「等」の具体的な
事例をご教示ください。あるいは、どのような
施設であれば実績要件を満たすのかをご教
示ください。

具体的事例は提示いたしませんので、応募
者にて判断が迷う実績があれば、関係書類
をもって、本センターに事前確認ください。

2 8 5

「１．業務実施方法
に関する提案」「２．
機能向上に関する
提案」

「審査委員会が審査する」とあります。これは
「１．業務実施方法に関する提案」「２．機能
向上に関する提案」に係る提案者の得点
は、審査委員毎に採点したものを平均したも
のではなく、あくまでも総意に基づき一意に
評価ランクA～Ｄにて採点されるとの理解で
よろしいでしょうか。

審査委員会により決定します。

3 8 5

「１．業務実施方法
に関する提案」「２．
機能向上に関する
提案」

評価ランクがAランクからＤランクとなっていま
す。各ランク評価に複数の提案者があり得る
絶対評価なのでしょうか、それとも提案項目
の順序付けを行い各ランクには１者しかない
ような相対評価なのでしょうか、ご教示くださ
い。

審査委員会により決定します。

4 9 6 開札

「予定価格を上回る金額を入札した応募者
は失格とする」とありますが、万が一すべての
応募者が失格した場合には、どのような対応
になるのでしょうか。例えば、 も低い金額を
示した者が優先交渉権を得られるのでしょう
か。

入札説明書の記載のとおりです。なお、本入
札では、優先交渉権の考え方はありません。

5
10～
11

技術提案評価項目
及び配点

様式3-1～3-4については配点についての
記載がありませんが、要求水準を満たしてい
るかの確認のみ行われ、提案者ごとに優劣
がつかないとの理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

6 11 統括マネージャー

「デザインビルド事業における事業全体を統
括する責任者」との記載がありますが、それ
を示す資料として何を提出すればよろしいで
しょうか。

契約書、仕様書、業務計画書、体制図など、
書面で確認できるものとします。

7 11 評価の視点

評価項目において「動物実験及び飼育施設
を有する5000㎡以上の研究施設等」の記載
について、「動物実験及び飼育施設を有す
る研究所または5000㎡以上の研究所施設
等」と読み替えることは可能でしょうか。

不可とします。

8 11 評価の視点

「実績」の評価視点を見ますと、合計が30点
と配点が高いにもかかわらず30点満点をとる
には非常に厳しい実績基準となっておりま
す。この基準を全てみたす者は、国内では
非常に限られると思われます。この実績評価
は、参加者、すなわち参加会社というよりも
個人を重視した評価視点ですから、競争の
公平性を期するため、配点を下げる、または
実績条件を緩和する等、ご考慮いただけま
せんでしょうか。

不可とします。

9 11
別表

1
3. 評価の視点①

評価の視点①「デザインビルド事業」とは、
官民問わず「設計および施工が一括して発
注された事業」との解釈でよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

回答No ﾍﾟｰｼﾞ
該当箇所

タイトル 質問
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様式B-3　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　落札者決定基準」に関する質問の回答

1 (1)
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

10 11
デザインビルド事業
の定義

デザインビルド事業の定義についてご教示く
ださい。（設計・施工一括発注方式での事業
との理解でよいとすると、ＰＦＩ事業や民間工
事における設計施工も含まれるとの理解でよ
ろしいでしょうか。）

No9を参照してください。

11 11 実績の採点基準

Ｄランクとして「①、②、③、④のうち１つが満
たされている」とありますが、①を除いて②～
④で２つ以上を満たしていたとしても、Ｄラン
クになるとの理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

12 11 公共発注の施設

公共発注の定義についてご教示ください。
（ＰＦＩ事業や独立行政法人発注工事も含ま
れるとの理解でよろしいでしょうか。）

貴見のとおりです。

13 11
別表

1
3. 管理技術者の実績

建設企業と設計企業のグループで参加し、
設計業務を建設企業と設計企業が共同で
行う場合、評価対象となる管理技術者の候
補者は、建設企業および設計企業の両企業
から複数選定できるとの解釈でよろしいで
しょうか。

管理技術者の候補者を複数選定することは
可能です。但し、評価については、落札者
決定基準 別表１に示すとおり、複数の候補
者を挙げた場合には、候補者別に実績の評
価を行い、その平均を当該項目の得点としま
す。

14 11
別表

1
3. 管理技術者の実績

管理技術者は、実績評価が同じであれば、
代表企業および協力企業のいずれかから選
定することでよろしいでしょうか。

管理技術者は、設計を担当する企業から選
定してください。代表企業及び協力企業の
分けにより制限することはありません。

15 11 担当者の実績

「実施設計業務にて担当分野の主担当とし
て従事した実績」において、構造設計者も同
様の実績が必要でしょうか。構造設計者に
おいては、免震建物の設計に対する実績の
方が重要であると考えられ、免震構造の実
績を必須とすべきと考えます。

構造設計者も同様の実績評価とします。
免震構造の実績はご意見として承ります。

16 11
別表

１
3 実績

評価の視点の実績で、「公共発注の施設
の・・・の実績を有する」とありますが、公共
（地方自治体等）が発注するＰＦＩ事業でＳＰ
Ｃからの発注を受けた設計契約や工事請負
契約は公共発注の施設の実績として該当す
るということでよろしいでしょうか。また実施設
計の実績について、ＰＦＩ事業の事業契約期
間中（工事施工中）でも、実施設計が完了し
ていれば設計実績として該当するということ
でよろしいでしょうか。

前段については、No12を参照してください。
後段については、貴見のとおりです。

17 11
別表

１
3 実績

評価の視点の実績で、「デザインビルド事業
における・・・の実績を有する」とありますが、
公共（地方自治体等）が発注するＰＦＩ事業で
設計・建設業務を一括して事業契約してい
る事業は、デザインビルド事業に該当すると
いうことでよろしいでしょうか。

No9、10を参照してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.

1 1 1 1
要求水準書の目
的

「受注者提案に記載された性能又は水準
が、本要求水準書等に記載された性能又
は水準を上回るとき」とありますが、落札者
決定基準における第二次審査（基礎審査）
において通過した場合は、受注者提案に
記載された性能又は水準は本要求水準書
等に記載された性能又は水準と同等以上
であるとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書は、事業契約書で求める受
注者の業務等を示しているものであり、
第二次審査の結果をもって業務履行が
証明されるものではありません。

2 1 1 2 イ ア
代替方法の確
認・承認

代替方法の採用にあたっては本センター
が確認・承認する必要があるとありますが、
確認する場は２回の「対話」と承認は「それ
ぞれの対話の結果」と考えてよろしいです
か。その他の方法があればご教示くださ
い。

提案段階における確認は、貴見のとお
りです。契約締結以降は、都度の確認・
承認となります。

3 1 1 2 イ ウ 代替方法の制限

記載内容は事業契約締結後、すなわち落
札後の代替方法の制限であって、入札段
階（対話での対話項目、入札時での代替
方法の提案）での代替方法の制限ではな
いとの理解でよろしいでしょうか。

代替方法の制限は、すべてに適用され
ます。

4 1 1 2 イ ウ b 代替方法の制限

代替方法の制限として「平面図計画」が変
わることにより本センターの運営に大きな変
更、支障が生じるものとありますが、「性能
向上」、「コスト」、「工期短縮」等の資料を
添付したうえで、基本設計書の断面図構成
の変更は可能と考えてよろしいでしょうか。

提出された資料に基づき、本センター
が判断致します。

5 1 1 2 代替方法

代替方法の提案は、事業契約締結後しか
行えないとの理解でよろしいでしょうか。

No2、3を参照してください。

6 2 1 2 ウ ア その他

「事業請負額」の範囲とありますが、「事業
請負額」は契約前なので未定の筈です。
金額については何を拠りどころとすればよ
ろしいでしょうか。

本項目は、契約締結以降に関する記載
となります。

7 2 1 2 ウ イ ｂ．
建設費の増減が
発生する場合の
協議の方法

「工事費内訳明細書に明記された単価、数
量を基準として協議する。」とありますが、
事業契約書第25条（賃金又は物価の変動
に基づく請負代金額の変更）の場合につ
いては、協議時の単価は時価によるものと
の解釈でよろしいでしょうか。

時価ではなく、事業契約書第25条に基
づきます。

8 2 1 3 ウ
要求水準書の適
用範囲

要求水準書と諸室リストの優先順位が明記
されていません。諸室リストとその他資料
（要求水準書等）に不整合箇所が見受けら
れますが、諸室リストを優先と考えてよろし
いでしょうか。

具体的な項目を提示してください。

9 2 1 3
要求水準書の適
用範囲

資料及び適用基準について、資料間で相
違がある場合の優先順位の記載があります
が、第1・2回の対話後に公表される「対話
結果」についても適用範囲に含めて頂き、
「質問回答書」より上位に含めていただけ
ないでしょうか。

対話結果は質問回答書と同等としま
す。

回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル
該当箇所
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

10 3 1 9 事業の期間

事業期間は「事業契約締結日から本施設
の引渡日までとする」とありますが、入札説
明書P2の「事業期間」では、事業期間に本
施設引渡後の開設準備・移転及び運用支
援業務も含まれると読み取れます。事業期
間の考え方を明確にご教示ください。

入札説明書質問回答No7を参照してく
ださい。

11 3 1 10 イ
事業共通の留意
事項

「基本設計書に準拠すること」とあります
が、一般的には「よりどころとして、それに
従うこと」と定義されており、基本設計書の
内容を変更できないとも理解できます。本
資料における「準拠」の定義についてご教
示ください。

「基本設計の内容を変更できない」とい
う考え方ではなく、代替方法により別の
方法を採用することが可能であるとご理
解ください。

12 4 1 10 イ ア
事業共通の留意
事項

「地下２階駐車場、コア部分の防火区画と
機能性の確保」のうち、構造的な提案をす
る条件は「地下２階駐車場」の「駐車台数」
と考えてよろしいでしょうか。

駐車台数だけではなく、その他、本セン
ターの総合的な判断によります。

13 4 1 10 キ
ア
イ

事業共通の留意
事項

設整備上対応が必要な工事項目について
は「基本設計書」に反映されていると理解し
てよろしいでしょうか。

本項は事業共通の留意事項であり、基
本設計書との関連はありません。

14
5
6

1 10 ク
施設基準及び加
算等

設整備上対応が必要な工事項目について
は「基本設計書」に反映されていると理解し
てよろしいでしょうか。

本項は事業共通の留意事項であり、基
本設計書との関連はありません。

15 7 1 10 ケ
病棟構成と病床
配分

病棟構成と病床配分を変更した提案は要
求水準未達との理解でよろしいでしょうか。
またそれぞれの病棟を設置する階を変更し
た提案も要求水準未達との理解でよろしい
でしょうか。

提案された資料に基づき、本センター
の総合的な判断によります。

16 7 1 10 ケ
病棟構成及び病
床配分

提示されている病床配分または階構成を
変更した場合は要求水準未達との理解で
よろしいでしょうか。

No15を参照してください。

17 7 1 10 ケ
病棟構成及び病
床配分

代替方法を検討するにあたり、病棟構成・
病床配分を検討した各部門の患者数や重
症度、看護度による看護配置計画等の資
料をご教示ください。

入札段階での資料提示は予定していま
せん。

18 10 2 2 周辺インフラ整備

表及び別添資料2（各種技術資料）に記載
のインフラ整備工事は、引込工事を含めて
別途工事との解釈でよろしいでしょうか。

インフラ整備は別途工事、引き込み工
事は本工事としてください。但し下水は
敷地内に公設桝施工済みです。

19 11 2 2
周辺インフラ状況
⑦堀井（本工事）

本項、及び機械設備資料M-2,58,　及び別
添資料_敷地関連資料_11
の各文面で揚水量が異なっています。
揚水量・口径は別添資料_敷地関連資料
_11 より、
100φ、Q=283L/（min・本）（407ｔ/（日・
本））
掘削量深度・本数は、要求水準書より、
150m　2本
と想定してよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

20 11 2 2
周辺インフラ状況
⑦堀井（本工事）

井戸掘削の試掘は、既に完了しているもの
とし、別途工事とします。

技術資料に添付しています。

21 11 2 2 堀井の取水量

“日量800L取水可能”とありますが、値およ
び単位はあっていますでしょうか。（僭越な
がら取水量が少なすぎると思われます。）

800ｍ3に訂正します。

22 11 2 2 掘井

日量800L取水可能とありますが、日量
800m3との解釈でよろしいでしょうか。

No21を参照してください。

23 11 2 3 ア ア 敷地測量図

「本敷地の状況は、別添資料1（基本設計
書）による。ただし測量が必要な場合にお
いては、受注者の負担で行うこと。」と記載
がありますが。測量図を電子データ
（DXF/DWG)で頂けませんでしょうか。日影
図作成のため真北、高低等入った物が必
要です。4/10までに必要です。

様式集質問回答No39を参照してくださ
い。

24 11 2 3
敷地及び地盤状
況

提案書の円滑な作成のため、敷地外形の
分かる資料（CADデータ、あるいは三斜
図、もしくは座標リスト）をいただけないで
しょうか。正確な敷地形状を元に至急検討
を開始したいので、よろしくお願いいたしま
す。

様式集質問回答No39を参照してくださ
い。

25 11 2 4
敷地状況（歩行
者専用デッキ）

歩行者専用デッキ（吹田市側工事）の図面
（平面図、立面図、断面図、エントランス
デッキとの接続部の詳細図等）をいただけ
ないでしょうか。

基本設計図書等に掲載した以上の図
面を保有していないため、提供ができま
せん。

26 12 2 6

吹田市開発事業
の手続等に関す
る条例に伴う整備
に係る留意事項

吹田市開発事業の手続等に関する条例に
ついて、基本設計時に遵守しておかなけ
ればいけない事項は基本的に反映されて
いると考えて宜しいでしょうか。また、行政と
の打合せ議事録を開示していただけない
でしょうか。

要求水準書、別添資料1・2によります。
詳細について必要であれば協議くださ
い。

27 13 2 7 ア テレビ電波障害

「工事中及び竣工後に新たに生じたテレビ
電波障害対策を含むこと」とありますが、不
確定なことに内容に対し、対策費を見込む
ため、「机上予測に基づき対策費を見込む
ことと」と読み替えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

28 13 2 7 ア テレビ電波障害

工事中及び竣工後に新たに生じたテレビ
電波障害対策を含むこと」　とありますが、
障害対策については近隣等第三者との協
議・調整が必要ですので、その対策費用は
別途工事として宜しいでしょうか。

No27を参照してください。

29 13 2 7 ア テレビ電波障害

「工事中及び竣工後に新たに生じたテレビ
障害対策を含むこと」の記載について、対
策の必要な対象数が現状では不明です。
見積に盛り込むべき想定される対象数と対
応方法若しくは見込むべき金額をご指示
願います。

No27を参照してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

30 13 2 7 イ 風環境

風環境に関して、計画上の制約があれば
内容をご開示していただけないでしょうか。
また、基本設計におけるシミュレーション検
証等があればご提示していただけないで
しょうか。

検証は行っておりません。必要があれ
ば、実施設計において検証をご検討く
ださい。

31 13 2 7 オ 埋蔵文化財

埋蔵文化財調査は実施中とありますが、本
施設着工時には埋戻しされているとの理解
でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

32 15 3 1 オ 建築面積

基本設計完了時という記載がありますが、
建築面積を変更することは可能との理解で
よろしいでしょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

33 15 3 1 カ 延べ面積

基本設計完了時という記載がありますが、
延べ面積を変更することは可能との理解で
よろしいでしょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

34 15 3 1 キ ア 高さ

基本設計完了時という記載がありますが、
高さ制限を満足する範囲で高さを変更する
ことは可能との理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

35 17 3 2 ア カ
施設全体の基本
方針

「有機溶媒の利用」「危険物を取り扱う研
究」の記述があるが、取扱い数量に関する
対応方針記述が示されていません。建築
計画上の規制の対象外と考えてよろしいで
しょうか？　規制対象の場合は具体的な対
策をご指示下さい。

基本設計時は規制対象外としています
が、実施設計においてご協議ください。

36 17 3 2 ウ ウ
研究機能におけ
る基本方針

「各部門で共通的な構造を採用し、」とあり
ますが、基本設計図では階や部門ごとでレ
イアウト構成が異なるように思われます。共
通のレイアウト構成に組み換えを検討した
方がいいと考えてよろしいでしょうか？

廊下側の壁位置と機械室及びシャフト
位置を共通のレイアウト構成とお考えく
ださい。

37 18 3 3 ア
別途工事におけ
る本件事業の工
事範囲について

⑧にて「医療モニター架台」とありますが、
医療ﾓﾆﾀーを設置する場所、台数をご指
示ください。

OP室、各SS、カテ室などを想定しており
ます。その他は提案してください。

38 18 3 3 ア
別途工事におけ
る本件事業の工
事範囲について

⑧にて「シーリングコラム」とありますが、
シーリングコラムを設置する場所、台数をご
指示ください。

シーリングペンダントと読替え、別添資
料2.医療機器及びその他関連工事リス
トによるものとお考えください。

39 18 3 3 ア
別途工事におけ
る本件事業の工
事範囲について

⑨にて「放射線天井走行レール及び天井
吊り顕微鏡のアンカー」が本件事業の工事
範囲とあります。放射線天井走行レールは
手術室4,5、一般Ｘ線撮影室1～3、ｶﾃｰﾃﾙ
診察室1～9のみと考えてよろしいですか？
また、天井吊り顕微鏡を設置する場所、台
数をご指示ください。

前段については、「放射線天井走行
レール」は手術室1,4,5、一般Ｘ線撮影
室1～3、カテーテル診察室1～9のみと
お考えください。
後段については、機能を考慮して提案
してください。

40 18 3 3 ア
別途発注業務
（病院）

⑧各種天井吊物のうち、医療モジュール、
医療モニター架台、天井内架台、つりボル
ト、および⑨放射線天井走行レール及び
天井吊り顕微鏡アンカーの具体的な想定
位置と数量を明確にしていただけないで
しょうか。

⑧は医療機器及び関連工事リストを参
照してください。⑨は機能を考慮して提
案してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

41 18 3 3 ア 別途発注業務等

  病院の別途工事における本件事業の範
囲で、①什器・備品・ローパーティション・
ベット・実験台等据付のためのアンカーは
別途工事としてよろしいでしょうか。

貴見のどおりです。

42
18
134

 37
3
2

 ア
別途工事におけ
る本件事業の工
事範囲について

P.18④で「ブラインド（病室以外の外壁
窓）」は本工事とありますが、P.134では「ブ
ラインド（別途工事）」と異なります。どちらが
正でしょうか？

ブラインドは本工事としてください。

43 19 3 3 ア
別途発注業務
（病院）

⑯アートの配置と仕様（大きさ、重量等）を
明確にしていただけないでしょうか。

機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。

44 19 3 3 厨房機器

本工事となる厨房機器は、別添資料２の
O-4～6に記載の厨房のみ（患者食用厨
房）であり、その他（１階職員食堂等の厨
房）の厨房機器は別途工事と考えてよろし
いでしょうか。

貴見のどおりです。

45 20 3 3 ア
電気設備・機械
設備工事

「(a)ＣＴ、ＭＲＩ、サイクロトロン等、大型の放
射線機器類
・工事内容
・冷却装置の直近まで冷媒管又は冷却水
管の配管を行う。接続は別途。」となってい
ますが、必要容量や条件を明示をお願い
いたします。

機能的に合致した提案としてください。

46
20
21

3 3 ア
一般医療機器関
連工事の仕様

本工事として指示のある(d)滅菌水製造装
置 (e)手術用手洗装置 (f)透析水供給およ
び処理装置配管共 (g)クリーンベンチ、安
全キャビネット (i)無影灯 (l)手術室埋込機
材 (n)中材における高圧蒸気滅菌装置等
(p)ドラフトチャンバー (w)リハビリ訓練機器
(x)気送管設備　の仕様についてご提示く
ださい。

別添資料2-5医療機器及びその他関連
工事リスト及び別添資料1.搬送総計画
を参照してください。

47 21 3 3 ア
一般医療機器関
連工事の仕様

(a)プレハブ冷蔵庫の仕様についてご提示
ください。

別添資料2-5医療機器及びその他関連
工事リストを参照してください。

48 21 5 3 ア 病院

電気設備、機械設備②一般医療機器関連
工事における工事区分におきまして”(y)風
量制御システム設備（ＣＰＣ・ＰＣＲ関連諸
室の給排バランスを制御するシステム）”が
本工事と区分されておりますが、具体的な
システム概要を教えて下さい。

給排バランスを制御するシステムですの
で、詳細については、機能性、耐久性、
コストを考慮して提案してください。

49 23 3 3 イ
別途工事におけ
る本件事業の工
事範囲について

（e）動物飼育ラックは工事区分では別途工
事ですが、5.医療機器及びその他関連工
事リストにある「飼育ラック自動給水設備」
は、本工事と考えてよろしいですか？

貴見のとおりです。

50 23 3 3 イ
別途発注業務
（研究所）

④ブラインド(全ての外壁窓）及びロールブ
ラインドと記載されておりますが、この文言
から判断するに、ロールブラインドの使用
箇所は無いものとの解釈でよろしいでしょう
か。

ブラインドのみとお考えください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

51 29 4 1 コ イ
医療機器・実験
機器等の搬入

左記機器類の引き渡し前の搬入について
は必要な労務及び養生などを提供するこ
と」とありますが、共通の搬入動線のみを対
象とし、納入業者ごとに必要な個別の養生
や、重量物の搬入に必要な特殊な養生な
どは別途工事扱いとしてよろしいでしょう
か。なお個別の搬入についても対象とする
場合は、内容、数量をご提示ください。

前段については、要求水準書によりま
す。
後段については、提案してください。

52 30 4 1 シ イ
セルフモニタリン
グの実施

「要求水準書及び別添資料1（基本設計
書）、別添資料2（各種技術資料）との整
合・変更について」とありますが、代替方法
が認められた場合には、代替方法反映後
の図面を参照すると読み替えてよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

53 30 4 1 ス ア 工事費の確認

契約図書に規定する「工事費内訳明細書」
及び「工事費積算内訳明細書」の具体的
な内容の違いについて御教示下さい。

「工事費積算内訳書」は契約時に提出
するもの、「工事費積算内訳明細書」は
実施設計完了時に提出するものとして
お考えください。

54 30 4 1 ス イ 工事費の確認

単価根拠等が十分に説明できる資料”と
は、具体的にどのようなものを想定されて
いるでしょうか？御教示下さい。

個別事案によりますので、都度の協議
により検討してください。

55 32 5 3

各種役所協議は４月以降行なっても問題
ありませんでしょうか？実現性のある提案を
するため必要です。単独の協議が難しけれ
ば病院または基本設計者を通して協議が
可能か教えて頂けませんでしょうか。

提案段階においては、応募者の責任に
おいて実施してください。

56 33 5 3 コ

吹田市中高層建
築物の日照障等
の指導要綱、関
係住民への計画
の周知

条例に基づくもの、基づかないものを含め
て、今回の計画に関してのこれまでの近隣
住民に対しての具体的な説明状況をお教
えいただけないでしょうか。基本設計段階
に出た近隣住民の意見があればお教えく
ださい。（特に、建物配置・アプローチ、高
さ等）

住民説明に関する内容や個別意見の
回答は差し控えます。

57 33 5 3 ヒ
建築物総合環境
性能評価システ
ム（CASBEE）

業務の範囲として「建築物総合環境性能
評価システム（CASBEE）による評価「S」取
得に係る業務」とありますが、評価Sの取得
は要求水準との理解でよろしいでしょうか。

IBEC認定評価機構による評価「S」取得
まで行う業務とお考えください。

58 33 5 3 ヒ CASBEE

「建築物総合環境性能評価システム
（CASBEE）による評価「S」取得に係る業
務」とありますが、CASBEE大阪みらいの
「S」取得としてよろしいでしょうか。（8-4法
規チェックリストに府に提出と記載あり）

IBEC認定評価機構による評価「S」取得
まで行う業務とお考えください。

59 33 5 3 ヒ ＣＡＳＢＥＥ

ＣＡＳＢＥＥによる評価「Ｓ」取得とあります
が、基本設計にてどのような条件にて「Ｓ」
評価が満たされているのでしょうか。その根
拠をご開示していただけないでしょうか。

IBEC認定CASBEE「簡易版」で確認済
みです。提案側による検証としてくださ
い。

60 33 5 3 ヒ CASBEE

CASBEE大阪にて評価「S」取得に係る業務
と判断してよろしいでしょうか。

IBEC認定評価機構による評価「S」取得
まで行う業務とお考えください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

61 33 5 3 ヒ
実施設計に関す
る要求水準
業務の範囲

「建築物総合環境性能評価システム
(CASBEE)による評価「S」取得にかかる業
務」とありますが、本計画の実施設計にお
いて“CASBEE Ｓランク取得”することが要
求水準でしょうか。
その場合、基本設計書仕様にてCASBEE
Sランク取得可否について検証済みでしょう
か。

IBEC認定評価機構による評価「S」取得
まで行う業務とお考えください。IBEC認
定CASBEE「簡易版」にて検証済みで
す。

62 33 5 3 ヒ
実施設計に関す
る要求水準
業務の範囲

「建築物総合環境性能評価システム
(CASBEE)による評価「S」取得にかかる業
務」とありますが、評価『S』は、大阪府築物
の境配慮制度における届出での取得と考
えてよろしいでしょうか？IBEC認証まで行う
ための業務でしょうか？

大阪府手続きを含め、IBEC認定評価機
構による評価「S」取得まで行う業務とお
考えください。

63 34 業務の範囲

「リ 気設備・機械設備の器具設置等に伴う
各許認可等の諸手続き業務」と書かれてい
ますが、間違いと思われます。

「リ 電気設備・機械設備の器具設置等
に伴う各許認可等の諸手続き業務」が
正です。

64 34

医療法に基づく許認可申請（医療機器等
を除く）の資料作成及び申請手続業務（事
前相談計画書、開設許可申請（エックス線
診療室放射線防護図及び遮蔽計算書を
含む）、使用許可申請（高エネルギー発生
装置備付届等を含む）、検査受検及び開
設届）。なお、放射線装置については、実
施設計の段階で病院・研究所から想定機
種を指示するものとする。」と記載がありま
すが、病院が主体となり申請を行ない、補
助業務を行なうとしてよろしいでしょうか。建
築主による協議しか認められない場合がほ
とんどです。

貴見のとおりです。

65 34

「ヲ その他※上記以外病院・研究所開設
に向けて必要となる諸手続き業務。※受注
者は実施設計開始後、本センターの了解
を得て各管轄部署と詳細について協議を
行うこと。」と記載がありますが、内容が不確
定なので見積に含まないと考えてよろしい
でしょうか。

要求水準書のとおり、受託者の業務範
囲となります。

66 34 5 3 メ
医療法に基づく
許認可申請

医療法に基づく許認可申請の資料作成及
び申請手続業務が業務範囲とされていま
すが、事業契約書28ページの特約事項第
6条では「許認可の申請に必要な協力を行
わなければならない」と記載されています。
申請手続きへの協力までが業務範囲と考
えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

67 34 5 3 ヤ 業務の範囲

「ヤ　公的補助事業の補助金等を取得する
場合の届出手続等の資料作成（出来高に
係る内訳書及び報告書の作成を含む。）業
務」とありますが、補助金申請は、太陽熱給
湯設備以外は明記されてないため、それ
以外は別途と考えます。

太陽熱給湯設備に限らず、対象となる
ものがあれば業務範囲内となります。

68 34 5 3 ヤ
公的補助事業の
補助金等

公的補助事業の補助金等とありますが、具
体的にどのような補助金の取得を考えてい
られるでしょうか。

No67を参照してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

69 34 5 3 ワ
モデルルーム作
成業務

モデルルームの作成部位について、「（ア）
手術室、（イ）重症治療用病室（ＩＣＵ等）、
（ウ）病室（4床室、個室）、（エ）その他提案
に基づくもの」　とありますが、Ｐ129には
「（a）スタッフステーション、（b）手術室、（c）
重症治療用病室（ＩＣＵ等）、（d）病室（4床
室、個室）、（e）外来診察室（標準形）、（f）
研究所の研究室（標準形）、（g）その他提
案に基づくもの」　と食い違いがあります。
前述の方を正としてよろしいでしょうか。

食い違いではなく、要求水準書の記載
のとおりとなります。

70 34 5 4 ア ア ヒアリングの実施

ヒアリングによって「基本設計書」の内容が
大きく変更された場合、実施設計期間が延
長する可能性があります。その場合、監督
職員と協議を行った上で、実施設計期間
の延長を認めていただけませんでしょうか。

事業契約書42条の規定（損害金）があり
ますので、実施設計期間の延長が発生
する場合は、契約変更の手続きとして
協議することになります。

71 34 5 3 メ

第5章 実施設計
に関する要求水
準
(3)業務の範囲

医療法に基づく許認可申請の資料作成及
び申請手続業務が設計業務範囲となって
います。申請手続業務における事前相談
計画書、開設許可申請、使用許可申請、
検査受験及び開設届等の資料、図面、計
算書はセンターからの指示に基づき事業
者が作成するということですが、開設許可
申請の主体者はセンターなので、「医療法
に基づく許認可申請の補助業務」としてい
ただけないでしょうか。

貴見のとおりです。

72 34 5 3 ワ モデルルーム

設計期間中のモデルルームは、BIM等デ
ジタル三次元モデルを活用した現場ニー
ズの確認手法での代替も可能でしょうか。
また、BIM等デジタル三次元モデルの活用
が不可の場合、手術室、重症治療用病室
(ICU等)、病室(4床室、個室)のモデルルー
ム設備機器については、照明は電源送りま
で実施し、それ以外は器具フェースの取付
までとしてよろしいでしょうか。

前段については、BIM等は不可としま
す。
後段については、応募者の提案に委ね
ます。

73 36 5 5 ア ウ a
永続性：サスティ
ナブル

「病室全室個室化でも総病床数が変わらな
い病棟計画とする」とありますが、オープン
ベッド等、対応が困難と思われるところもあ
ります。できる限り全室個室化を目指すと
解釈してよろしいでしょうか。

要求水準書のとおりです。

74 38 5 5 エ ア ｄ 免震構造

免震構造とすることとありますが、対象は病
院棟・研究棟のみで、２階入口歩行者デッ
キ、マニホールド棟は対象外と考えてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

75 39 5 5 エ ア ｎ
耐風に関する性
能

再現期間は200年とするとありますが、別添
資料2のＡ-1図およびＡ-3図には再現期間
100年との記載もあります。建物の高から鑑
みると再現期間100年が一般的であり、コス
トバランスを鑑みても妥当だと思います。再
現期間100年を正としてよろしいでしょうか。

「別紙資料2（各種技術資料）-2.建築資
料-Ａ-1およびＡ-3」にて記載通り再現
期間100年とします。

76 39 5 5 エ ア i
構造計画
全般

「病室の振動は住宅程度を目標とする」　と
ありますが、具体的な数値があればご提示
いただけないでしょうか。

「建築物の振動に関する居住性能評価
指針　同解説　日本建築学会」に記載
されている住宅、病院の性能評価曲線
によるＶ-30以下としてお考えください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

77 39 5 5 エ ア k
構造計画
全般

「躯体材料耐用年数は等級3を目標とす
る」　とありますが、これは住宅性能評価に
おける劣化対策等級　等級3と考えてよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

78 39 5 5 エ ア l
構造計画
全般

「模擬地震波を作成すること」とありますが、
作成する地震動の大きさにより建設コストが
かわってきます。どのように評価されるので
しょうか。

「別添資料1、第3章　構造計画　6、6-
1,6-2」を参照してください。

79 39 5 5 エ ア ｎ
再現期間につい
て

再現期間について、記載該当部には200
年と記載があり、別紙資料2（各種技術資
料）-2.建築資料-Ａ-1およびＡ-3にて、100
年とあります。どちらが正でしょうか。

「別紙資料2（各種技術資料）-2.建築資
料-Ａ-1およびＡ-3」にて記載通り再現
期間100年とします。

80 41 5 5 オ ア a. 諸室要件その他

「エネルギー計量のため、パルス発信式計
量装置及び熱量計を設置すること。また計
量については階毎、部門毎とし、更に研究
所については実験室、研究室の室毎に計
量可能」を満たせば、電灯分電盤・動力制
御盤等すべての盤の計量としない方法の
検討も可能と考えてよろしいでしょうか。

機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。

81 41 5 5 オ ア b 熱量計

「(a)エネルギー計量のため、パルス発信式
計量装置及び熱量計を設置すること。また
計量については階毎、部門毎とし、更に研
究所においては実験室、研究室の室毎に
計量可能な仕組みとすること」とあります
が、Ｐ104,5・(7)・イ・(イ)・c･(d)では「ブロック
毎の計測」となっております。研究所におけ
る熱量計は、室毎ではなくブロック毎（ゾー
ン毎）での計測と考えてよろしいでしょうか。

実験室、研究室は室毎の計量としてお
考えください。

82 41 5 5 オ ア ｂ 諸室条件その他

自動販売機（50台程度）の電力について
は、計量対象外と考えますが、よろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

83 41 5 5 オ ア b 諸室要件その他

※（注意）の記載の中で、”②冷水、温水の
熱量は、中央熱源、各所の空調機械室の
空調機、空調機械室のその他（ファンコイ
ルなど）の消費熱量とすること”と記載があり
ますが、これは中央熱源のヘッダー、各所
の空調機毎、及びファンコイルのゾーニン
グ毎に熱量の計量が必要という解釈でよろ
しいでしょうか？

貴見のとおりです。但し、研究所部分に
ついてはNo81を参照してください。

84 41 5 5 オ ア
ｂ
ｂ

自動販売機につ
いて

各所に設置する自動販売機を50台程度見
込むとありますが、各階想定位置、給排水
量を指示いただけないでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

85 41 5 5 オ ア ba 諸室要件その他

「(a)エネルギー計量のため、パスル発信式
計量装置及び熱量計を設置すること。」と
いう項目において、
「(ii)機器や専用工事における幹線」とされ
ていますが、特定できません。具体的な指
示をお願いいたします。

既製品等の理由で盤側に計量装置が
設置出来ない場合は、それに至る幹線
に計量装置を設置してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

86 41 5 5 オ ア

ba
※
注
意
①

諸室要件その他

「①給水の量水器は、上水、井水、それぞ
れの必要とする箇所に設けること。」とありま
すが、同項の(iii)地下1階厨房、(iv)1階店
舗（厨房、外来食堂、職員食堂）、(v)2階店
舗（売店）、(vi)各階パントリーが対象と考え
てよろしいでしょうか？

貴見のとおりです。その他必要と考えら
れる対象がありましたら、提案としてくだ
さい。

87 42 5 5 オ ア b
院内携帯不感知
対策

別途工事区分のリストに記載がありません
が、院内不感知帯対策工事は別途工事と
考えて宜しいでしょうか。

院内不感知帯対策工事は、全て本工
事とします。

88 44 5 5 カ ウ b 駐車場設置形態

「駐車施設は平面駐車施設（地上外部・地
下1階・地下2階）とする」とありますが、平面
図駐車施設であれば、必要台数を地上外
部で確保できれば地下に駐車場を設ける
必要はないとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

89 44 5 5 カ ウ b 駐車場設置形態

駐車場を7街区に設ける提案は認められま
すでしょうか。

不可とします。

90 44 5 5 カ ウ b
駐車施設設置形
態

駐車施設は、平面駐車施設 （地上外部・
地下1階・地下2階） とするとありますが、多
段型の自走式駐車場（フラット駐車）の採用
も可能と考えてよろしいでしょうか。

No88を参照してください。

91 44 5 5 カ ウ ｂ 駐車施設

（ｃ）管理方法の（ⅲ）にある一般利用者と
は、どなたを想定していますでしょうか。
３００台のうち研究所スタッフと病院スタッフ
用としてそれぞれ何台想定されていますで
しょうか。

250台を外来患者利用として想定し、残
りの50台は患者以外のセンター利用者
となります。

92 45 5 5 カ カ ｃ
敷地内照明計画
に関する計画

「ｃ　環境を配慮した自然エネルギーを利
用した外灯を適宜、設けること。」とあります
が、仕様と台数の明示をお願いいたしま
す。

機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。

93 45 5 5 カ キ
柵・フェンス・門扉
に関する計画

敷地境界、道路境界の周囲、高低差のあ
る場合はフェンスを設けることとされていま
すが、機能的に問題が無さそうな部分は低
木で代替してもよろしいでしょうか。

基本的な考え方を示したものであり、機
能性、耐久性、コストを考慮して提案し
てください。

94 46 5 5 カ ケ ｃ
インフラおよび接
続部に関する計
画

「ｃ　オイルタンクの通気の立上げ、接続
ボックスの位置及び形状は、有効空地の景
観と調和した計画とすること。」とあります
が、基本設計の具体的な考えをご教授願
います。

機能性、意匠性、コストを考慮し提案し
てください。

95 47 5 6 ア ウ a (h) 天井高

全ての諸室については2600㎜以上、廊下
棟については2500㎜以上とありますが、コ
スト削減効果も考慮し、機能上問題の無い
範囲で天井高を変更することは可能でしょ
うか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

96
49
50

5 6 ア ウ d 特殊内装

シールド性能等の詳細はヒアリングにより決
定するものとするとありますが、コスト算出に
あたりシールド性能を提示願います。（使用
機器、使用頻度等により必要性能がかわっ
てしまいます）（放射線治療部門、核医学
部門、放射線診断部門、カテーテル部門、
整理検査部門、手術部門）

要求水準書のとおりとします。

97 50 5 6 ア ウ ｆ
（ｄ）ユニットバス
及びユニットシャ
ワー

ユニットバス及びユニットシャワーは出入口
の段差を無くすとの記載がありますが、ス
タッフ専用の物は対象外としてよろしいで
しょうか。

対象としてお考えください。

98 50 5 6 ア ウ f ユニットバス等

（ｄ）ユニットバス及びユニットシャワーの出
入口の段差をなくすのは患者利用のみと
考えてよろしいでしょうか。

全て対応するとお考えください。

99 51 5 6 ア ウ f ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ等

(e)用途に応じたｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、点滴フックま
たは点滴レールの設置とありますがそれぞ
れ設置が必要な用途をご教示ください。

要求水準書　p51（e）記載用途を参照し
てください。

100 51 5 6 ア ウ f 搬入計画

(i)基本設計書の計画をするうえで想定して
いる大型医用機器及び設備機器の搬入計
画をご教示ください。またより合理的な搬入
計画がある場合には計画（平面図等）の変
更が可能と考えてよろしいでしょうか。

前段は提案によります。
後段は要求水準書に明記した代替方
法の要件を満たすものでない限り、認め
られません。

101 52 5 6 ア エ b 外部サイン

「敷地内への出入口付近に敷地全体の案
内図を設置する。」とありますが、具体的な
場所、箇所数、仕様を儀指示ください。

関係法規の合致や機能性など考慮して
提案してください。

102 53 4 6 ア カ a 店舗（売店）

「必要な電気設備・機械設備は整備するこ
と」とありますが、P21の工事区分表におい
ては1次側供給が本件事業の範囲、2次側
設備は別途工事と記載されております。工
事区分表を正と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです

103 53 4 6 ア カ b
店舗（外来食堂、
職員食堂）

「必要な電気設備・機械設備は整備するこ
と」とありますが、P21の工事区分表におい
ては1次側供給が本件事業の範囲、2次側
設備は別途工事と記載されております。工
事区分表を正と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです

104 53 4 6 ア カ c 店舗（喫茶）

「必要な電気設備・機械設備は整備するこ
と」とありますが、P21の工事区分表におい
ては1次側供給が本件事業の範囲、2次側
設備は別途工事と記載されております。工
事区分表を正と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです

105 53 5 5 ア オ c 構造計画

「振動等により機器の性能を損なわない計
画」とありますが、歩行・交通振動による具
体的な制限値があればご提示いただけな
いでしょうか。

要求水準書のとおりです。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

106 53 5 6 ア カ a
店舗（売店）

“内装・備品は本件事業の対象外とし、必
要な電気設備・機械設備は整備することと
する。”とありますが、『必要な電気設備・機
械設備』とは、電源1次側供給、給水1次側
配管バルブ止め、排水1次側プラグ止め、
法的に必要な換気設備のダクトフランジ止
めとし、店舗内の配管ダクト、空調設備は
別途と考えてよろしいですか。

要求水準書　p21③を参照してくださ
い。

107 53 5 6 ア カ b
店舗（外来食堂、
職員食堂）

“内装・備品は本件事業の対象外とし、必
要な電気設備・機械設備は整備することと
する。”とありますが、『必要な電気設備・機
械設備』とは、電源1次側供給、給水1次側
配管バルブ止め、排水1次側プラグ止め、
法的に必要な換気設備のダクトフランジ止
めとし、店舗内の配管ダクト、空調設備は
別途と考えてよろしいですか。

要求水準書　p21③を参照してくださ
い。

108 53 5 6 ア カ c
店舗（喫茶）

“内装・備品は本件事業の対象外とし、必
要な電気設備・機械設備は整備することと
する。”とありますが、『必要な電気設備・機
械設備』とは、電源1次側供給、給水1次側
配管バルブ止め、排水1次側プラグ止め、
法的に必要な換気設備のダクトフランジ止
めとし、店舗内の配管ダクト、空調設備は
別途と考えてよろしいですか。

要求水準書　p21③を参照してくださ
い。

109 56 5 6 ア キ e. 昇降機設備

「火災時管制運転、地震時管制運転、自
家発時管制運転、停電時救出運転を行
う。」とありますが、全てのエレベーターが対
象でしょうか？「自家発時管制運転」は、例
えば寝台用（No.５～10）、緊急用（No11）と
動物用（No23～25）のエレベーターなどに
対象を制限すると考えてよろしいでしょう
か。

全号機を対象としております。

110 57 5 6 ア ケ c.
機械室・設備シャ
フトの計画

「サーバーを設置するEPS等は、機器等の
発熱量を計算し・・」とありますが、各EPSや
サーバー室の発熱量をご教示下さい。

サーバー室の発熱量は、実施設計にお
いて協議を行うこととしてお考えくださ
い。

111 57 5 6 ア コ a 防水・漏水対策

重要諸室とされている室について、要求水
準書71ページ5-（6）-ウ-(ウ）-ｇ、76ページ
5-（6）-エ-(ウ）-ｆ と食い違いがあります。ど
ちらを正とすればよろしいでしょうか。

工事区分ごとの記載です。それぞれに
準処するようお考えください。

112 57 5 6 ア コ a 漏水対策

便所等の水利用諸室の直下に重要諸室を
極力計画しないこととありますが、上記に基
づき平面図計画を変更した場合は要求水
準書に準拠していると考えてよろしいでしょ
うか。（たとえばＣＴ１上部にＷＣがある）

貴見のとおりです。

113 58 5 6 イ ア b
病院 電気設備
共通事項

「（m）病院機能に支障なく機器の点検及び
更新が可能な計画とすること。」とあります
が、基本設計の建築プランは、この条件が
満たされているものと考えます。よろしいで
しょうか？

基本的な考え方を示したものですの
で、機能性、耐久性、メンテナンス性、コ
ストを考慮して提案してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

114 58 5 6 イ ア bl
病院 電気設備
共通事項

「(l)屋外等の腐食の懸念がある場所に設置
する機器は、原則ステンレス等の製品を使
用すること。」とありますが、ガルバリウム鋼
板や溶融亜鉛メッキ等の耐腐食製品を使
用可と考えてよろしいでしょうか？

機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。

115 58 5 6 イ ア ｃa
受変電設備～特
別高圧設備

「（ⅶ）高調波対策を講じること」とあり、基本
設計書４－６において、"高調波対策は発
生源にて行う”とあります。重複していると考
えらるため、基本設計書の"高調波対策は
発生源にて行う”を正と考えますが、よろし
いでしょうか？

発生源のみで対応できない場合は、受
変電設備においても対応を考慮してく
ださい。

116 58 5 7 イ ア b
研究所 電気設備
共通事項

「（m）研究機能に支障なく機器の点検及び
更新が可能な計画とすること。」とあります
が、基本設計の建築プランは、この条件が
満たされているものと考えます。よろしいで
しょうか？

基本的なものを示しているので、機能
性、耐久性、メンテナンス性、コストを考
慮して提案してください。

117 59 5 6 イ ア c.
高圧受変電設備
監視盤（中央監
視モニター）

「高圧受変電設備監視盤（中央監視モニ
ター）」とありますが、P.61（g）にある電力監
視設備のことを示すと考えてよろしいでしょ
うか。

貴見のとおりです。

118 59 5 6 イ ア ｃ 受変電設備

「絶縁監視装置による高圧、低圧部の常時
絶縁状態を監視可能とすること」の記載に
ついて、低圧部については、各変圧器毎
に一括監視としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりですが、幹線毎に確認で
きる探査装置を見込んでください。

119 60 5 6 イ ア c. 太陽光発電設備

「中央監視にてデータを保管すること」」と
ありますが、中央監視とはP.61（g）にある電
力監視設備のことを示すと考えてよろしい
でしょうか。

機械設備の中央監視のことを示します。

120 60 5 6 イ ア e 無停電電源設備

無停電電源設備は２台以上の並列冗長運
転構成については、故障、更新時の対応
が可能であれば、並列冗長以外の構成も
許容できると考えて宜しいでしょうか。

機能性、耐久性、メンテナンス性、コスト
を考慮して提案してください。

121 62 5 6 イ ア c 幹線・動力設備

(h)、(xiii)の本文中”屋外に設置する盤につ
いては、ＳＵＳ製とすること”との記載があり
ますが、この内容は動力盤類のみの適用と
し、手元開閉器や自動制御盤ほかの盤類
は対象外と考えてよろしいでしょうか？ま
た、一般の屋外仕様盤やガルバリウム鋼板
などの耐腐食製品の採用は可能でしょう
か？

前段については、動力盤のみでなく、
全ての盤や手元開閉器を対象としてく
ださい。後段については、No114を参照
してください。

122 62 5 6 イ ア ｃ.i 電灯設備

(ii)本件の色温度のベース基準は4000K(白
色）で良いでしょうか？色温度の使い分け
などの指示があれば、お願いします。

機能性、意匠性、コストを考慮し提案し
てください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

123 62 5 6 イ ア ch 幹線・動力設備

「(h)幹線・動力設備
(i)病院運営上重要な負荷の幹線は多回線
にて設置し、保守時には無停電(切替え時
の瞬断は許容する)にてバックアップが可
能な構成とすること。
(iii)法的な防火対策として、ＦＰＴ（耐火）
ケーブルを使用し、さらに重要な負荷への
幹線もＦＰＴ（耐火）ケーブルを使用するこ
と。」
の重要な負荷とは、基本設計書4-4頁第4
章2.(1)⑥に記載されている
「手術室、集中治療室等のアイソレーション
トランスの幹線、通信設備の 重要負荷
（防災センター、中央監視室、交換機室、
サーバ室）」
の幹線であり、FPTは非常用（GC）発電機
電源系統への対応と考えてよろしいでしょ
うか？

FPTは非常用発電機電源系統及び無
停電電源系統へ対応してください。

124 63 5 6 イ ア ｃ.i 電灯設備

「　(viii)廊下等に常夜灯を設けること。」とあ
りますが、常夜灯の設置基準はあるでしょう
か？廊下の交差及びL字廊下付近の設置
と考えて良いでしょうか

設置基準はありません。機能性、安全
性、コストを考慮し提案してください。

125 63 5 6 イ ア ci 電灯設備

「(h)電灯設備
(ｹ)設計照度は、指定のない室等は日本工
業規格照度基準（ＪＩＳ Ｚ９１１０）以上とする
こと。」とありますが、諸室リストに照度の記
載がある場合は諸室リストを優先と考えま
すがよろしいでしょうか？

上位の照度を優先としますが、機能性、
耐久性、コストを考慮して提案してくださ
い。

126 65 5 6 イ ア ｄ.ｂ 情報設備

「（ⅴ）敷地内で無線携帯端末の使用がで
きるよう」という記載がありますが、アンテナ
対応範囲は建物内とし、外構は対象外と考
えますがよろしいでしょうか？

外構も対象範囲として提案してくださ
い。

127 66 5 6 イ ア d
ナースコール設
備

ナースコール設備に連動する無線携帯端
末システムは電話設備の一部と扱い、
配線・機器に関しては別途工事と考えて宜
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

128 69 5 6 イ ア d 入退室管理設備

カードリーダー及びカードを情報システム
の認証他に活用可能なシステムとすること
とありますが、入退室管理システムを他の
システムと連携して使用することを想定され
ているということでしょうか。

貴見のとおりです。

129 70 5 6 イ ア ｄ.n 駐車場管制設備

「（ⅴ）駐車場の車室に在車センサー及び
空車表示灯を設置すること」とありますが、
車室１台毎に設けるものという設定でしょう
か？

在庫センサーは車室毎、空車表示灯は
柱スパン毎の設定です。

130 70 5 6 イ ア dn 駐車場管制設備

「(n)駐車場管制設備
(vi)エレベータホールや待合ロビー、受付
付近に事前精算機を設置すること。」とあり
ますが、具体的な場所と台数の明示をお
願いします。

別添資料2　電気設備資料E-66を参照
にし、機能性、耐久性、コストを考慮し
提案してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

131 70 5 6 イ ア dn 駐車場管制設備

「(n)駐車場管制設備
(vii)精算機及び事前精算機は高額紙幣対
応とし、その他IC カードにも対応可能な仕
様とする。」とありますが、対応するICカード
について具体的な仕様を明示して下さい。

入退出管理で設置するICカードとし、
カードの仕様は機能性、耐久性、コスト
を考慮し提案してください。

132 71 5 6 ウ ウ g 共通事項

重要諸室の天井内には、可能な限り水配
管を敷設しない事との記載がありますが、こ
の重要諸室の空調負荷処理において
は、”大型医療機器等設置室”を具体的に
ご指示ください。例えば、CT室やMRI室な
どを対象とし、一般撮影X線室やX線TV室
は対象外と考えてよろしいでしょうか。

画像診断部における大型医療機器設
置室としてお考えください。

133 71 5 6 ウ ウ i
冷媒配管の再利
用

“将来の機器更新工事においても再利用
可能な配管仕様”とありますが、『同一冷媒
による更新について対応する』と考えます
がよろしいですか。

貴見のとおりです。

134 72 5 6 ウ ウ ｍ 共通事項

本文中に”室内外の圧力差数値管理室に
は、定風量装置・圧力差表示器を設置する
こと”と記載がありますが、これは別添資料
１（基本計画書）5-6、及び別添資料２（各
種技術資料）O-2,3に記載されておりま
す、”ＬＥＭＳ”についての記載と考え、ご指
示いただいておりますＬＥＭＳ対象の室の
みの対応と考えてよろしいでしょうか？

前段については、定風量装置・圧力差
表示器の設置はLEMSについての記載
ではなく、病院及び研究所の圧力差数
値管理室についての記載となります。後
段については、対象室としては、LEMS
対象室の他に、無菌調整室、CCU・
SCUの感染個室、外来の陰圧室、CPC
関連諸室、各手術室（動物手術室含
む）、遺伝子検査各室、ICU・NCUの感
染個室、ICU・NICUの陰陽圧切替個
室、周産期のOP・隔離室、病棟の感染
陰圧室、クリーンルームゾーンの各室等
を考えておりますが、必要と思われる対
象室がありましたら提案してください。

135 74 5 6 イ エ ｚ
集中治療部
フィルターユニッ
ト

「集中治療部のオープン病床は、カーテン
で仕切られた各病床の足元側にフィルター
ユニットを取り付け、ベッド廻りの清浄度を
確保すること。」とありますが、足元側天井
に設置すると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

136 74 5 6 ウ エ s 空気調和設備

本文中に”各室ごとに温湿度コントロール
が可能な空気調和設備とすること”との記
載がありますが、湿度については外気処理
空調機にてゾーン毎の管理となっておりま
す。湿度管理はゾーン毎と考え、各室毎に
は不要と考えてよろしいでしょうか？
必要な場合は、そのコントロール方法につ
いてご指示願います。

前段については、手術室、無菌調整
室、CPC関連各室、遺伝子検査各室等
は室毎とし、その他についてはゾーン毎
としてお考えください。後段については
機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

137 74 5 6 ウ エ w 空気調和設備

「w以下の室は、空調負荷及び換気回数に
充分留意し計画すること。
(a)人数が多い室、屋根の照り返しを受ける
外壁面に接した窓が大きい室
(b)救急部の初療室及び観察室（嘔吐、
尿、便の臭気）、肺機能検査室、薬品を用
いる検査室
(c)再加熱カートステーション（全カートの同
時使用時の機器発熱）、栄養部の検収通
路（食材の臭気）
(d)中材の蒸気滅菌装置設置部分（同時使
用時の機器発熱）
(e)サーバ室（将来の機器増設数で発熱を
検討し、設定負荷に十分余裕を見込む。ま
た、バックアップのため１対１の２台計画と
する。床置型の空調機廻りは防水堤を設
置する。）
(f)手術部のラウンジ（ラーメン等の食事）
(g)ＥＰＳ（弱電のＨＵＢ、ＵＰＳ、ナースコー
ル親機、ＴＶブースターの発熱）」
について、具体的な発熱量や必要換気量
をご提示ください。

発熱量や必要換気量については、実施
設計にて、機能性、耐久性、コストを考
慮して提案してください。

138 74 5 6 ウ オ b 換気設備

本文中に”バイオハザード対策を要する室
の排気は脱臭を行う事”との記載がありま
すが、別添資料１（基本計画書）第５章機
械設備計画5-5、(3)排気処理の方式にて
記載されております”ＨＥＰＡフィルターによ
る感染除去”と不整合です。基本計画書を
正と考えてＨＥＰＡフィルター設置のみと考
えてよろしいでしょうか？

プレフィルター、脱臭フイルター、HEPA
フィルターの３段処理とします。

139 74 5 6 ウ オ d 換気設備

「（オ）換気設備
d　病理部、霊安・剖検、内視鏡室等の多
量のホルマリン、キシレン等の有機溶剤の
使用等が想定される室は単独局所排気等
により、拡散防止に配慮する。ホルムアル
デヒド等の濃度規制のあるものは、これを
満足すること。」
とありますが、発生量の明示がありませんの
で、換気量は71頁の記載にある「HEAS-
02-2013」に従うものとしてよろしいでしょう
か？

「HEAS-02-2013」に従うものとし、法
的、機能的に合致した提案としてくださ
い。

140 75 5 6 ウ オ l 換気設備

「l　室内設置機器等の発熱に配慮するこ
と。特に、医療用冷凍冷蔵庫、ベッドパン
ウォッシャー、自動販売機、サーバ、大型
医療機器付属機器等の発熱に配慮するこ
と。」については、条件を明示願います。

左記要求水準の内容に基づき想定し、
機能性、耐久性、コストを考慮して提案
してください。

141 75 5 6 ウ オ q.
陰圧室へのエア
ダンパー設置条
件

「陰圧室はドアガラリを設けずエアダンパー
とすること」とあります。諸室リストにて室内
圧力が陰圧と表記されている室には、トイレ
等も含まれてしまいます。ここでいう「陰圧
室」とは全ての陰圧室ではなく、基本設計
書５－７の汚染管理区域のうち、飼育室や
動物手術室などＨＥＰＡフィルター対応の
室を示していると考えてよろしいでしょう
か？

共用部に面した個室トイレ及び４床室内
のトイレはパスダクトとします。それ以外
は貴見のとおりです。

142 75 5 6 ウ オ r.
便所ブースの排
気口の考え方

「便所ブースを天井まで区切らない場合
は、排気口を各ブースに設置すること」とあ
りますが、「便所ブースを天井まで区切る場
合は」の間違いではないでしょうか？

「便所ブースを天井まで区切らない場合
でも、排気口を各ブースに設置するこ
と」に読替えてください。
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1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

143 75 5 6 ウ キ c
中央監視・自動
制御設備

本文中に”各ヒートポンプエアコンシステム
にi-contを設け、中央監視盤に監視点数を
見込むこと”とありますが、中央監視盤にて
監視すべき対象ポイントは、一括故障警報
と考えてよろしいでしょうか？

一括故障警報、発停、設定、温度表示
としておりますが、機能性、耐久性、コス
トを考慮して提案してください。

144 79 3 6 エ オ ｈ 給水方式

加圧給水ポンプ方式の記載があります。基
本設計書および各種技術資料には高架水
槽の記載がありますが、加圧給水ポンプ方
式を正と考えてよろしいでしょうか。

基本設計書および各種技術資料を正と
して提案してください。

145 79 5 6 エ オ ｊ 給水設備

非常時において、ER室、手術部、集中治
療部等を優先できるようにブロック毎に止
水栓を設けるとあります。
このブロックは、別添資料１（基本設計書）
資料2-5～14のゾーニングとし、給水竪管
から各ブロックへの横分岐主管に止水栓を
設け、ブロック毎の止水を可能とすればよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりですが、更に必要と思われ
るゾーニングについては、機能性、耐久
性、コストを考慮して提案してください。

146 79 5 6 エ カ 給湯設備

供給が必要な部屋は、要求水準書（諸室リ
スト）-機械衛生設備編-中の、湯水混合
栓、オストメイトのある室、及び備考に記載
のあるものと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

147 79 5 6 エ オ g
災害時の給水対
応

給水対応を図る対象として、対象人員(入
院患者、外来患者、スタッフ)をご教示くだ
さい。

入院患者550人、外来患者700人、本セ
ンターの総スタッフ数約2000人が対象と
なります。

148 79 5 6 エ オ l
医療用滅菌水装
置

医療用滅菌水装置の設置箇所/数量につ
いてご指示ください。

別添資料2、O-2を参照してください。

149 84 5 6 エ サ  ｂ 医療ガス設備

基本計画書5-10に屋外液化酸素タンク、
余剰ガス排出配管設備、液化窒素タンクの
記載がありますが、容量に関する記載があ
りません。想定される使用量、容量等の明
示をお願い致します。

別添資料2、O-１を参照してください。

150 84 5 6 エ サ ｃ 医療ガス設備

酸素・窒素・炭酸ガスの予備ボンベ本数の
考え方に関し、酸素1日交換、窒素・炭酸
ガス7日交換とありますが、必要量又は一
日の想定使用量の指示をお願いします。

想定使用量は要求水準書p84（サ）ｂを
参照してください。

151 85 5 7 ア ウ a.b 諸室別条件

「(ii) 上下階に影響を及ぼすことなく設備や
間仕切りの改修ができる構造とすること。」
とありますが、基本設計において、この条
件を満たすための計画の考え方をお示しく
ださい。

基本的な考え方を示したものですの
で、機能性、耐久性、コストを考慮して
提案してください。

152
85・
95

5 7 ア
イ
コ

 ha
平面・断面計画
防水・漏水対策

機能上漏水に対する備えが必要な重要諸
室とは、左記のページに具体的に書かれ
ている部屋以外にあればご指示ください。

要求水準書各項目記載内容によるもの
とお考えください。
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1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

153 86 5 7 ア ウ b 振動制御

｢(c)精密実験機器の振動制御は機器設置
時に架台側で対処する｣とありますが、架台
とは精密実験機器側にあり、別途工事と考
えます。（精密実験機器のため、本工事と
する場合は、必要な仕様をご指示くださ
い。）

貴見のとおりです。

154 86 5 7 ア ウ c.
実験動物飼育・
動物実験部門

「・・・動物飼育エリア（南側飼育エリア）は
エリアに入らないで、天井内から設備のメン
テナンスが行えるようにすること。」とありま
すが、別添資料等にある階高及び天井高
を満たした上でメンテスペースが確保され
ているものと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

155 86 5 7 ア ウ ｎ 小型動物用ＭＲＩ

小型動物用ＭＲＩの要求仕様、又は設定し
ているメーカ、型番を提出してください。

提案によるとお考えください。

156 88 5 7 ア エ c 建具等

「中・大動物飼育室の扉は防音扉として」と
ありますが、これ以外の部屋は防音扉は不
要と考えてよろしいでしょうか？諸室リストの
備考には、遮音と書かれている部屋が多く
あります。

備考に遮音と記されている室の扉は全
て防音扉としてお考えください。

157 89 5 7 ア エ c 建具等

「床に水を流す事が想定される実験室、洗
浄室、動物手術室、中・大動物飼育室や
湿度の高いゼブラフィッシュ飼育室等の扉
はステンレス製とすること」とありますが、諸
室リストの摘要では上記部屋の中でも「ステ
ンレス製の扉設置」と書いていたり書いてい
なかったりします。ステンレス製の扉が必要
な部屋名を具体的にご指示ください。

地下1階：動物実験室1,2、RI小,大動物
飼育室、ケージ洗浄室、動物オペ室RI-
1,2、小動物MRI、RIマルチモダンイメー
ジング室（大動物MRI）
1階：動物手術室1～6、術前術後動物
飼育室、術後飼育室1,2、中動物飼育
室1～3、大動物飼育室1～5
4階：生理実験室
6階：ゼブラフィッシュ飼育室に設置され
る扉をステンレス製としてお考えくださ
い。

158 89 5 7 ア エ ｄ シールド室

シールドの要求仕様は『性能等の詳細はヒ
アリングによる』とありますが、概略の性能を
ご指示ください。

要求水準書によります。

159 94 5 7 ア キ ej
研究所施設計画
＿建築

「(j) 一般用エレベーターと搬送用エレベー
ターの交通計算は、次の(i)から(v)により行
うこと。」とありますが、基本設計において、
台数等の決定のため、交通計算は済んで
いると考えます。よろしいでしょうか？

基本設計段階では類似規模の施設より
決定しております。

160 94 5 7 ア ク a
吹抜けの計画
（アート）

アートの配置と仕様（大きさ、重量）を明確
にしていただけないでしょうか。

提案によるとお考えください。

161 95 5 7 ア コ a 防水・漏水対策

重要諸室とされている室について、要求水
準書107ページ5-（7）-イ-(ウ）-c-(d) と食
い違いがあります。どちらを正とすればよろ
しいでしょうか。

要求水準書各項目記載内容によるもの
とお考えください。

162 96 5 7 イ ア ｃ 電力設備

「絶縁監視装置による高圧、低圧部の常時
絶縁監視を可能にすること。」とあります
が、高圧幹線については、特高電気室内
のフィーダー毎、低圧幹線はトランス毎と考
えてよろしいでしょうか？

貴見のとおりですが、幹線毎に確認で
きる探査装置を見込んでください。
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回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

163 96 5 7 イ ア ｃ 電力設備

（ⅳ）『高調波抑制対策を講じること』とあり
ますが、インバータ機器にＤＣフィルター又
はＡＣフィルターを設置することと解釈して
宜しいですか。

Nｏ115を参照してください。

164 97 5 7 イ ア ｃ 電力設備

高圧受変電設備監視盤において、「大型
液晶モニターを電気室に設け、監視、計
測、操作を行えること。」とありますが、電気
室の大型液晶モニターでは、監視・計測の
表示のみと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

165 97 5 7 イ ア ｃ 電力設備

「非常系及び保安系点検時は、一般系統
から低圧メンテナンスバイパス回路を構築
し、無停電（切替停電有り）にて点検可能
な構成とすること。」とありますが、別添資料
1-4-3図及び別添資料2-E-8図では、研究
棟にはバイパス回路が構成されてません
が、低圧メンテナンス回路は不要と考えて
よろしいでしょうか。

重要負荷については、低圧メンテナン
スバイパス回路を設置してください。

166 98 5 7 イ ア g 幹線設備

「研究所運営上重要な負荷の幹線は、多
幹線にて設置し、保守時には無停電（切替
時の瞬断は許容する）にてバックアップ可
能な構成とすること。」とありますが、研究所
棟において、研究運営上重要な負荷の幹
線とは、別添資料1-4-4-⑥の幹線のバック
アップについて、に記載のあるアイソレー
ショントランスの幹線、サーバー室幹線とし
てよろしいでしょうか。

実験部門毎のサーバについても同様と
して提案してください。

167 99 5 7 イ ア c （ｇ）（viii)常夜灯
研究所にも常夜灯は必要でしょうか。 貴見のとおりです。

168 99 5 7 イ ア c. コンセント設備

「実験盤二次側配線用に、実験室、研究室
内等すべての室にケーブルラック
W=300mmセパレータ付を１スパンに2列敷
設すること」とありますが、実験室・研究室と
う名前の付いた室のみとし飼育室・器材室
等は不要と考えてよろしいでしょうか。

実験、研究室と同じように使用する室は
設置してください。

169 99 5 7 イ ア i コンセント設備

「各実験室、研究所の回路構成は原則20A
とし、AC1φ3Wを400VA/㎡、AC3φ3Wを
200VA、GC1φ3Wを200VA/㎡、GC3φ
3Wを100VAを基準とし、各実験室前に設
置すること。」とありますが、AC3φ3W、
GAC3φ3Wは各々㎡単位ではなく、室毎
の負荷容量と考えてよろしいでしょうか。

W/㎡としてください。

170 99 5 7 イ ア ｃ.i 電灯設備

「（vii）諸室リストで指定調光（0-100％）」と
ありますが、基本LED照明の為、ページ63
の諸室リスト（電気）の凡例にて記載の通
り、0または5-100％調光とします。よろしい
でしょうか

病院3階大会議室、スタジオのみ0-
100％とし、それ以外は貴見のとおりで
す。

171 99 5 7 イ ア ｃ 電力設備

（ｉ）コンセント設備　（ⅲ）『実験室や研究室
間の壁には原則配管、ボックス等を取り付
けないこと。・・・・全ての設備に適用する』と
ありますが、①部屋と廊下との間は可能な
のか。②設置する必要がある場合、露出配
管を行えば良いのか。　③全てとは、空調リ
モコン、照明スイッチ、ＬＡＮ、電話なども対
象とするのですか。

①は可能です。
②は露出配管としてください。
③は室の入口にスイッチ、空調リモコ
ン、アッテネータ等は埋め込みとして提
案してください。
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該当箇所

172 99 5 7 イ ア h 電灯設備

「(vii)「諸室リスト」で指定する室には、調光
設備(0～100%）を設けること」の記載につい
て、LED照明及び蛍光灯照明では0%の調
光ができません。白熱球を使用するものと
してよろしいでしょうか。

Nｏ170を参照してください。

173 104 5 7 イ イ c 逆流防止の措置

「(f)逆流防止の措置を講じ、感染の恐れの
ある微生物やアレルゲンの放出対策を行う
こと」とありますが、対象室としては[給気
終フィルターHEPA系統]の（B1階）動物オ
ペ室RI、（B1F）飼育室、（1階）飼育室（前
後廊下）、（１階）動物手術室系統と考えて
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。更に必要と思われる
場合は、機能、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

174 104 5 7 イ イ c
圧力差数値管理
室

「(h)室内外の圧力差数値管理室」は[給気
終フィルターHEPA系統]の（B1階）動物

オペ室RI、（B1F）飼育室、（1階）飼育室
（前後廊下）、（１階）動物手術室と考えてよ
ろしいでしょうか。

対象室は、（B１・１階）の各飼育室及び
各前後廊下、（B1階）各動物オペRI室
及びRI小動物飼育室、（１階）各動物手
術室、(3階）創薬オミックスセンターの質
量分析室と考えていますが、他に必要
と思われる対象室がありましたら提案し
てください。

175 105 5 7 イ イ ｄ
重要な実験機器
コンピューターの
ある室

「(h)重要な実験機器コンピューターのある
室等は、原則として天井内に空調機器
(CAVを含む）を設置しないこと」とあります
が、“重要な実験機器コンピューター”につ
いて具体的に明示願います。

創薬オミックス解析センター、バイオバ
ンク、循環器病情報統合センター、情
報統括部などを想定しております。更に
必要と思われる場所については、提案
してください。

176 105 5 7 イ イ ｄ
温湿度コントロー
ル

「(ｎ)各室ごとに温湿度コントロールが可能
な空気調和設備方式とすること」とあります
が、室ごとに湿度コントロールするとなれ
ば、各室に再熱ヒーター、個別加湿器等が
必要になると思います。室ごとの温度コント
ロールが可能と読み代え、湿度コントロー
ルは成り行きとしてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

177 107 5 7 イ ウ e. 給水設備

「上水、再生水各給水方式は、それぞれ加
圧給水ポンプ方式（予備機付））とするこ
と。」とありますが、別添資料２M-53給水系
統図では高架水槽方式となっています。要
求水準書に従い、加圧給水ポンプ方式と
考えたらよろしいでしょうか。

別添資料2、M-53給水系統図を正とし
てお考えください。

178 108 5 7 イ ウ d
(l)ベビーシート、
ベビーチェア

研究所に乳幼児が来る可能性は低いと思
いますが、ベビーシート、ベビーチェアも必
要でしょうか。

不要とお考えください。

179
110
～
115

5 7 イ ウ ｇ. 排水設備

「特殊排水は以下の系統とし、それぞれ適
切な処理を行い放流または回収するこ
と。」とあり、RI排水についての数量は明示
されていますが、基本設計書5-10の特殊
排水処理対象である「検査系排水、幹線系
排水、実験排水、動物排水」についての数
量が記載されていません。条件提示をお
願いいたします。

別添資料2、M-58を参照してください。

180 113 5 7 イ ウ d
ｇ排水設備
別表1
1-10

使用の場所欄の◯◯室がどこか、明示下さ
い。

RI合成準備室、インビトロPET/SPECT
室を想定していますが、これに限りませ
ん。
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181 116 3 7 イ ウ ｊ 医療ガス設備

記載された中央配管方式にて供給するガ
ス以外のボンベ対応等は、配管工事がな
いものと考えてよろしいでしょうか。また、ボ
ンベ本体も別途工事と考えてよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

182 116 3 7 イ ウ ｋ 液体窒素設備

供給場所は、要求水準と諸室リストから下
記と判断してよろしいでしょうか。
病院：2階CPC部門（細胞調整室）、組織バ
ンク部門（組織保存室・細胞処理室）
研究所：B1階共用部（共通冷凍庫室）、3階
バイオバンク（冷凍庫倉庫）

研究所2階 冷凍保管庫も加えてお考え
ください。

183 117 5 8 イ イ ３階

3階で整備すべき内容のうち、研究所側は
基本設計の「バイオバンク」「創薬オミック
ス」「産官学連携スペース」はそのままでよ
いと理解してよいでしょうか。

別添資料2、A-19図を参照してくださ
い。

184 117 5 8 イ ウ 移動可能エリア

「エリア検討位置」内にある諸室を移動し
て、「移動可能エリア」に計画見直しとありま
すが、このエリアの諸室は諸室リストの面積
を減じて必要諸室の数を入れ込むと考えて
よろしいでしょうか。

別添資料2、A-19図を参照してくださ
い。

185 117 5 8 イ ウ 移動可能エリア

「エリア検討位置」内にある諸室を移動し
て、「移動可能エリア」に計画見直しとありま
すが、「移動可能エリア」は全面的なプラン
の見直しが必要ということでしょうか。

提案によるとお考えください。

186 117 5 8 イ ウ 移動可能エリア

「移動可能エリア」の諸室の再配置にあた
り、諸室間の隣接や近接等の条件を提示く
ださい。

提案によるとお考えください。

187 117 5 8 イ ウ 移動可能エリア

「エリア検討位置」内ににある現諸室の内
必要な諸室とは、別添資料２「オープンイノ
ベーションセンター計画の基本的な考え
方」にある削除可能な諸室（会議室(研修
室）、ＷＣ、会議室３、宅直・仮眠）以外と事
務部門により一本化できる「研究医療・企
画経営」部分が削除できると考えてよろし
いでしょうか。また、一本化する事務部門と
は愚弟的にどのエリアでその部分には現
諸室の面積を増やす必要はないと考えて
よろしいでしょうか。面積を増やす必要があ
る場合はその面積の目安を提示ください。

前段・中段については、貴見のとおりで
す。
後段については、応募者の提案に委ね
ます。

188 117 5 8 ウ
オープンイノベー
ションセンター

「具体的な機能、諸室」だけでは、解釈の
相違が大きくなる可能性があるため、具体
的に諸室リストや想定モデルプランをご提
示していただけないでしょうか。

提案によるとお考えください。

189 117 5 8
オープンイノベー
ションセンター

提案内容によって階構成の入れ替えを
行った場合、別添資料2のＡ-19図に示さ
れている場所以外に設置となってもよろし
いでしょうか。

A-19図の条件によるとお考えください。
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190 117 5 8

第5章 実施設計
に関する要求水
準
(3)ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝｾﾝﾀｰ

ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰについて、基本計
画では２階に設置しているＣＰＣ・臨床研究
実験室、同じく３階に設置しているﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｹﾞﾉﾑｾﾝﾀｰ（仮称）については、要求水準
書の諸室リストによるものとします。それ以
外は、基本設計における「産官学連携ス
ペース（将来拡張スペース）」と同様の取扱
いと解釈し、代替方法反映版基本設計で
は内装未実装としてよろしいでしょうか。

前段については、貴見のとおりです。
後段については、内装は実装とし、提
案に委ねます。

191
119
～
122

5 9 ウ
a

～i
業務の提出書
類・成果図書

同リストの各工事項目a～fに記載されてお
ります各工事種別ごとの”工事費積算内訳
書”とg～iに記載されております”建築工事
費積算内訳明細書”、”電気設備工事費積
算内訳明細書”、”機械設備工事費積算内
訳明細書”は同じものであると考えて宜しい
でしょうか。
違いがある場合、その具体的な内容につ
いて御指示下さい。

No53を参照してください。

192 118 5 9 イ a
業務の提出書
類・成果図書

”工事費内訳明細書”の提出時期は”事業
契約締結後速やかに”とあります。事業契
約の締結は2015年8月下旬ですので、明
細書は設計の進捗に準じて作成すると考
えて宜しいでしょうか。
また、事業契約締結後に提出する工事費
内訳明細書の具体的な明細の記載内容は
受注者側にまかせて頂けるものと考えて宜
しいでしょうか。
以上、併せて御指示下さい。

前段については、事業契約締結後速や
かに提出してください。
後段については、要求水準書に示した
適用基準（p25～27）に従ってください。

193 119 5 9 ウ ai 成果図書

（第二）原図は現在流通していません。
PDFによる電子納品または白黒普通紙によ
る納品と考えてよろしいでしょうか？

（第二）原図と記載のある個所をお教え
ください。原図は原本の意図です。

194 126 6 4 ウ イ d 作業日時等

「上記で作業を認めている期間及び日時
においても、工事監理者は指示により作業
日時等を制約することがある。その場合に
は受注者はこれに従わなければならな
い。」とありますが、作業日時等を制約され
ることにより、工期の延長や工事費の増額
が懸念されます。工事監理者による指示は
事前に事業者が知りえないリスクであるた
め、指示を受けて工期延長や工事費が増
額となった場合、センター様にて工期延長
の許可及び当該増額分をご負担をいただ
けるとの理解でよろしいでしょうか。

工事監理者の指示が合理的なものであ
る限りにおいて、ご指摘の事象が発生
するかは不明です。なお、工期延長や
費用増加に関する取扱いは、事業契約
書及び要求水準書の記載のとおりとなり
ます。

195 128 6 4 ウ コ 発生土の扱い

「発生土については、埋め戻し土として使
用するほか、可能な限り場内にて敷き均す
こと。」とございますが、土の仮置き場所とし
て敷地以外の土地をセンター様でご用意
いただくことは可能でしょうか。

本センターが保有する敷地隣接地（１ｈ
a）は利用可能です。但し、使用に関す
る管理・諸手続きは事業者の責任範囲
となります。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

196 129 6 4 ソ e

「受注者は、工事施工図の作成に先立ち、
総合図作成工程表及び施工図作成工程
表を作成し、スケジュール管理を行うこと。
なお、同工程表は工事監理者に提出し承
諾を得ること。総合図は、関連する工事（鉄
骨製作等を含む）の施工約３か月前までに
工事監理者及び病院職員の承諾を得るも
のとする。また、工事監理者の確認２回及
び病院職員の確認２回を見込んだスケ
ジュールとし、遅くとも承諾の４か月前に初
回の図面を工事監理者に提出するものと
する。」とありますが、関連する工事の施工
の7か月前に総合図を提出することは大変
困難です。総合図の提出時期を遅らせて
いただけないでしょうか。

変更は致しません。

197 130 6 4 ウ ソ ｊ 検討要模型

総合図作成段階に模型の作成は必要で
しょうか。

要求水準書の記載のとおり、必要となり
ます。

198 134 7 2
「諸室リスト」の考
え方

ブラインド（別途工事）とあります。しかしＰ
18の3-（3）別途発注業務等にてブラインド
は本工事となっています。ブラインドは別途
工事と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書p18の3（3）を参照してくださ
い。

199 134 7 2 シャフト等

「階段・搬送設備シャフト・設備シャフト等
は、実施設計によりその必要数や必要面
積が変化すると考えれられため、「諸室リス
ト」・・に記載がしていない」とあるため、多く
の諸室でシャフトにより「諸室リスト」に記載
の面積を下回ると思われますが、設備シャ
フト等は法的な条件以外は「合理的な理
由」と考えて面積減が可能と考えてよろし
いでしょうか。特に小さい室については室
の機能の一部を維持しがたい部分があると
思われます。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

200 135 7 3 ア 想定階

「諸室の設置想定階」とありますが、想定階
の変更は可能でしょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

201 135 7 3 エ 室数

スペースの共用化が可能な場合、費用対
効果を鑑みて、室数を変更した提案は可
能と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書に明記した代替方法の要
件を満たすものでない限り、認められま
せん。

202 136 7 3 オ 面積

記載内容は、法的条件を充足した上、室の
機能を維持しうる面積を確保すれば、室面
積を変えた提案が可能であると解釈してよ
ろしいでしょうか。

提案によるとお考えください。

203 136 7 3 ク 造り付家具等

「ク　造り付家具等」 とありますが、「諸室リ
スト（建築編）」 では同項目部分が 「流し
台」 と記載されています。造り付家具の情
報は、「摘要」 欄に記載内容を参照すれば
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

204 137 8 3 イ
統括マネー
ジャー

「本業務の責任者である統括マネージャー
についての資格及び所属は不問とする」と
ありますが、落札者決定基準の11Pでは現
場代理人または監理技術者としての実績
が採点基準となっています。本事業はデザ
インビルドであるため、実施設計業務の管
理技術者やPFI事業での統括マネジメント
経験者でも充分かと思います。施工技術者
の経験に限定した理由についてご教示くだ
さい。

審査委員会での検討により決定しまし
た。

205 138 9 3 イ イ
リハーサル、ト
レーニング

事業期間において本センターが行うリハー
サルやトレーニングの時期、回数、規模、
範囲等の想定をご教示いただけますでしょ
うか。

応募者の提案に委ねます。

206 138 9 3 イ イ
リハーサル、ト
レーニング

事業期間において本センターが行うリハー
サルやトレーニングは、建設の引渡し前に
行うことを想定しておりますでしょうか。

応募者の提案に委ねます。

207 138 9 3 ウ
開設準備・移転
及び運用支援業
務の実施体制

「責任者は統括マネジメント業務担当者より
選任」とありますが、統括マネージャーが兼
任することは可能でしょうか。

統括マネージャーは専任職務であり、
兼任はできません。

208 138 9 4 業務区分表

受注者は「受注者整備・調達の施設、設
備、機器等のマニュアル類の作成につい
て主体的に実務を行い、他の業務につい
てはアドバイス・参考資料の提示等の協力
を行う」との理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

209 140 10 3 ア イ a.
医療機器等の調
達及びその関連
業務の実施体制

「責任者は統括マネジメント業務を行う者よ
り選任」とありますが、統括マネージャーも
しくは開設準備・移転及び運用支援業務
の責任者が兼任することは可能でしょうか。

統括マネージャーは専任職務であり、
兼任はできません。
開設準備・移転及び運用支援業務の責
任者との兼任は、両業務の運用に支障
の無いことを条件に可能とします。

210 140 10 3 ア イ c.
情報システムとの
連携

本件事業における調達対象の機器の中
で、情報システムとの連携を想定している
機器と、連携先の情報システム名称をご教
示いただけますでしょうか。

情報システムとの連携について判断が
できる人材を配置していただきたいと考
えており、本センターから情報提供する
ものではないと考えます。

211 141 10 3 ア ウ a.
医療機器等調達
計画策定

医療機器等の選定にあたり、「本センター
職員の考え方・意見（現場ニーズ）等」は、
様式8-2見積内訳書に添付されている医
療機器リストに反映されていると考えてよろ
しいでしょうか。

要求水準書p141（4）項番2に明記したよ
うに、機器リストを元に、現場の要望、実
施設計及び情報システム等との調整を
行ったリスト作成の対応を行っていただ
くものです。

212 141 10 3 ア ウ a.
医療機器等調達
計画策定

当該提案等を行うに当たって、可能な限り
複数の選択肢を提示した場合、取捨選択
の判断の際にコスト面での協力を頂けると
考えてよろしいでしょうか。

仕様等、多面的な視点に基づき判断す
ることとします。

213 141 10 4 各種リストの関係

入札時の機器リストからセンターとの協議
に基づき、仕様等が変更になった機器に
ついては、入札金額の増減の対象になると
の理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-4　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　要求水準書」に関する質問の回答

1 (1) ア (ア) a.
回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル

該当箇所

214 141 10 4
医療機器等の調
達及びその関連
業務＿各種リスト

項番１の「概要」とはどのような内容でしょう
か。また項番１（入札時），２（実施設計
時），３（導入時）は、時系列で機器が変更
になった推移を図ることが目的、という解釈
でよろしいでしょうか。

前段については、「概要」とは、別添資
料2「医療機器及びその他関連工事リス
ト」を指します。
後段については、各種リストの目的は、
機器の変更ではなく、当該表の備考の
とおりです。

215
141
～
142

10 5
医療機器等の調
達及びその関連
業務＿その他

「公平な入札が行えない」と貴センターが
判断されるガイドラインをご教示頂きたく。

一般的には、資本面、人事面において
関連がある場合が該当しますが、本セ
ンターが公平な入札が行えないと都度
判断することになります。

216
別添資料1（基本
設計書）

代替方法の検討にあたり、建物形状の一
部見直しを含めて検討するために、日影図
のＣＡＤデータをご提供していただけます
でしょうか。

様式集質問回答No39を参照してくださ
い。
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様式B-5　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　基本設計書」に関する質問の回答

第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①

1
1

2-22
2 4 4-2

鳥瞰イメージ
立面構成計画

Ｘ30～31、Ｙ1にカーテンウォール
が見えますが、平面図では当該
位置は外部の様です。外部に独
立したガラススクリーンがあると考
えればよろしいでしょうか。あるい
はカーテンウォールはジョイントロ
ビーの外壁面（１、3階はＹ3通り
上、2、4階はＹ2、3通りの中間）に
あると考えればよろしいでしょう
か。

外部に独立したガラススクリーン
があるとお考えください。

2 1-2 1 1-2 8
その他主な外構
関連工事

救急駐車場（屋根付）とあります
が、屋根の材質・仕上等の詳細が
不明です。ご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

3 1-2 1 1-2 8
その他主な外構
関連工事

「動物搬入口目隠しフェンス」の設
置範囲、高さ・仕様、参考メー
カー・品番が不明です。ご指示願
います。

設置範囲は基本設計図7-1の範
囲を参照してください。高さは2ｍ
程度とし、機能性、耐久性、意匠
性、コストを考慮して提案してくだ
さい。

4 1-4 1 1 1-3 2 ②
診療報酬上の施
設順及び加算等

施設整備上対応が必要な工事項
目については基本設計書に反映
されていると理解してよろしいで
しょうか。

要求水準書質問回答No14を参
照してください。

5 2-2 2 1 1-2 3 ア

カテーテル・画像
診断(一般）部門
の将来増築ｽﾍﾟｰ
ｽ確保

「・・・容易に増築が可能な計画と
します。」とありますが、別棟増築
ということでよろしいでしょうか。

基本設計図A-6における将来増
築スペースとお考えください。

6 2-2 2 1 1-2 3 イ 管理部門

「4階北・南側にはあらかじめ構造
フレームを設け将来の増築に対
応可能な計画とします。」とありま
すが、免震建物における増築時
の申請対応は非常に難しいと考
えられます。

増築時も想定しての申請として
お考えください。

7 2-3 2 2 2-1 内部主要部計画

リハビリ室の備考欄に「心リハ ト
ラック床面：ウォーキングペース
メーカー」の記載がありますが、別
途工事と考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

8 2-3 2 2 2-1
外部主要部計画
屋上目隠し

屋上目隠しの押出し成形セメント
板は、リブ付きとありますが、７－１
４図立面図凡例では、リブ付きの
特記はありません。２－３図を正と
し、屋上目隠しの押出し成形セメ
ント板はリブ付きとしてよろしいで
しょうか。

フラットタイプでお考えください。

9 2-3 2 2 2-1
外部主要部計画
エントランスデッキ

「エントランス庇：システムトラス、
ガラス屋根」とありますが、仕上げ
詳細が不明です。ご指示願いま
す。

システムトラス、ガラス屋根の考え
方を基本に、機能性、安全性、
耐久性、意匠性、コストを考慮し
て提案してください。

10 2-3 2 2 2-1
外部主要部計画
屋根
光庭

屋上緑化について、施工範囲、
植栽の仕様、潅水装置の有無及
び詳細をご指示願います。

施工範囲は7-8～7-11を参照し
てください。増築フレーム内はプ
ランターその他はGRCウォール
程度とし、中低木、地被類として
お考えください。（潅水装置含）

11 2-3 2 2 2-1
外部主要部計画

特記以外、外部軒天井はアルミパ
ネル Ｔ２．５ フッ素樹脂焼付け塗
装としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

回答No ﾍﾟｰｼﾞ
該当箇所

タイトル 質問
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様式B-5　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　基本設計書」に関する質問の回答

第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

12 2-3 2 2 2-1
外部主要部計画

塔屋の外壁仕上げはＥＣＰ Ｗ６０
０×Ｔ６０ 複層塗材Ｅとしてよろし
いでしょうか。

7-14図を参照してください。

13 2-3 2 2 2-1 内部主要部計画

リハビリ室の備考欄に「心リハトラッ
ク床面：ウォーキングペースメー
カー」とありますが、７－１１図の７
階平面図にある歩行者用トラック
の点線表示のこととしてよろしいで
しょうか。その場合、ラインの幅・材
質・仕上が不明です。ご指示下さ
い。異なる場合、範囲及び仕様を
ご指示願います。

貴見のとおりです。 トラック幅
は約1M程度、ライン幅は100㎜
程度で塗装としてお考えくださ
い。

14 2-3 2 2 2-1 内部主要部計画

研究室、実験室のシステム天井の
仕様が不明です。６００角グリッド
型、岩綿吸音板Ｔ１５＋スチールＴ
バー（パナソニック スリム２１シ
リーズ スクエアタイプ同等）として
よろしいでしょうか。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

15 2-3 2 2 2-1 内部主要部計画

免震ピット天井仕上が、以下と
なっております、〇印の内容とし
てよろしいでしょうか。
○（２－３図）内部主要部計画、地
下１階断熱範囲図
　　　　　　　断熱材打込みＴ２５

（Ａ－１図）３．建築資料 ＲＣ－
Ｃ種

貴見のとおりです。

16 2-3 2 2 2-1 内部主要部計画

鉄骨階段で、ササラ桁及び段裏
仕上は、ＳＯＰ塗装としてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

17
2-4～

15
2 3 3-1 平面計画

Ｘ２－３、Ｙ１２－１３及びＸ１１－１
２、Ｙ７に煙突がありますが、材質・
仕上・納まり等の詳細が不明で
す。各煙突について、詳細をご指
示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

18 2-6 2 3 3-1
２階外来呼び出し
システム

外来患者はブロック受付の後、各
待合ホールで待機するのでしょう
か、それとも呼び出し用ＰＨＳなど
を使用するシステムでしょうか。

今後、運用計画にて検討しま
す。

19 2-8 2 3 3-1
4階スキルアップ
ラボ

循環器専門病院におけるスキル
アップラボではどのようなトレーニ
ングを行うことを想定しているのか
ご教示ください。

今後、運用計画にて検討しま
す。

20 2-9 2 3 3-1 ５階周産期

周産期病棟に入院する妊産褥婦
は、循環器を合併する方のみが
対象でしょうか。

今後、運用計画にて検討しま
す。

21 2-9 2 3 3-1 ５階周産期

ＮＩＣＵは超低出生体重児（500ｇ
前後）を中心に管理し、外科手術
後の患児は対象外と考えてよろし
いでしょうか。

今後、運用計画にて検討しま
す。
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22
2-9～
2-14

2 3 3-1 看護方式

現在は固定チームナーシングを
採用していると思いますが、新病
院でもそれを採用する予定でしょ
うか。また、固定チームは病棟内
に何チームを想定されているのか
ご教示ください。

今後、運用計画にて検討しま
す。

23 2-10 2 3 3-1
6階病棟リハビリ
食堂

リハビリ食堂は、6階の３つの病棟
が共通して使用するのでしょうか。
脳血管１病棟以外の患者の利用
がありますか。

今後、運用計画にて検討しま
す。

24 2-47 2 5 4-3 消火設備

不活性ガス消火設備は、「電気
室・発電機室・熱源機械室」とあり
ますが、サーバー室も同様に不活
性ガス消火設備と考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

25 2-48 2 6 6-3 外構計画

外構計画図 『吹田市との緑地協
議面積表』植栽について、以下を
ご指示願います。
①表中記載の面積は、参考とし
各々の面積は、外構計画図より算
出するものとしてよろしいでしょう
か。
②低木はどの程度の樹木でしょう
か、仕様及び面積当りの本数をご
指示願います。
③高木・中木は表より以下としてよ
ろしいでしょうか。
　　高木：６０本、中木：６０本
　　シンボルツリー：３本
④高木・中木・シンボルツリーの樹
種うぃご指示願います。
⑤高木・中木・シンボルツリーの支
柱仕様をご指示願います。
⑥『接続部による緑化』の樹木の
仕様をご指示願います。
⑦芝生の仕様をご指示願います。

要求水準書p12、別添資料1.2-
48図より、提案してください。

26 2-48 2 6 外構計画

外構計画図 凡例『ウォール』に
ついて、以下をご指示願います。
①設置場所を断面毎にご指示願
います。
②各々の断面詳細図をご指示願
います。
③コンクリート強度は、ＦＣ２１スラ
ンプ値１８としてよろしいでしょう
か。

別添資料1 2-50図の植栽部立
ち上がり壁とお考えください。詳
細は提案してください。

27 2-48 2 6 外構計画

以下についてご指示願います。
①マニフォールド室の詳細図ご指
示願います。
②外構断面計画図より駐輪場上
屋の記載がありますが、範囲及び
仕様、商品名・品番、基礎形状を
ご指示願います。
③バリカー等必要でしょうか、必要
の場合 設置範囲及び仕様をご指
示願います。
④外構工事で見込むサインの仕
様・詳細をご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。
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28 2-49 2 6 6-2 外構計画

雨水排水計画図にて以下をご指
示ください。
①外構工事は敷地内のみとしてよ
ろしいでしょうか。異なる場合、本
工事に含まれる敷地外工事の内
容をご指示願います。

貴見のとおりです。

29 2-50 2 6 6-3 外構断面計画

要求水準書ｐ４で消防車両進入
路について、「耐圧２０Ｔ」の記載
がありますが、範囲をご指示願い
ます。

消防活動空地及びタンクロー
リー駐車位置でお考えください。

30 2-52 2 7
病室内PSの納まり
の考え方

病室内のPSが、梁の真上にあり、
機能していないと考えられます。
納まりの考え方をご教授ください。

実施設計での調整としてくださ
い。

31 2-52 2 7
病床計画－主な
病室平面計画

７．病床計画－主な平面計画に
記載のある点線＋ブルー表示の
家具類（ベット、冷蔵庫、床頭台、
テーブル、イス等）は別途工事とし
てよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

32 2-56 2 9 9-1 昇降機計画

平面図と停止数が相違していると
思われます。下記の停止数と考え
てよろしいでしょうか。
・1と2号機　12停止
・3と4号機　11停止
・5号機　　  12停止
・6号機　　　13停止
・12号機　　11停止

7、8号機は11停止としてお考えく
ださい。それ以外は貴見のとおり
です。

33 2-56 2 9 9-1 昇降機計画

12 号 機 （ 荷 物 用 ） 1,500kg
60m/min か ご 内 法 2,200W ×
2,400D の仕様ですと、 上階に
ＥＶ機械室が必要と思われます。
ＥＶ機械室有りと考えてよろしいで
しょうか。
もしくは、機械室レスで45m/minの
対応が可能なメーカーがあります
ので45m/minとしてよろしいでしょ
うか。

機械室レスで対応できる仕様とし
て提案してください。

34 2-58 2 10 10-1
屋上ヘリポート
計画

「着陸帯強度は着陸する機体の
重量×3.25倍（場外基準）」とあり
ますが、想定されている機体があ
りましたら、その種類と重量をお教
え下さい。

大9ｔ程度の機体を想定してい
ます。実施設計時に機体選定す
るとしてお考えください。

35 3-1 3 4
病院棟と研究棟
の一体化

「構造の一体化を図る。」とありま
すが、地震時の安全性を確保す
るためには、一体と計画した場合
に地震動の位相差入力によるね
じれ変形の検討が必要と思われ
ます。

貴見のとおりです。

36 3-1 3 4
病院棟と研究棟
の一体化

「構造の一体化を図る。」場合、研
究所と病院の間には、強固なブ
レースや極厚の床が必要と思わ
れます。吹き抜け部にスラブ等を
設置することは問題ありません
か？

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。
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該当箇所
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37 3-1 3 4
病院棟と研究棟
の一体化

「構造の一体化を図る。」場合、柱
頭免震と基礎免震の混合により、
ねじれ変形が大きくなる可能性が
あります。すべてを基礎免震にし
てもよろしいでしょうか？？

機能性、安全性、耐久性、コスト
を考慮して提案してください。

38 3-3 3 6 6-1 免震層の偏心率

「免震装置は・・・、その偏心率は
3％以内とする。」とありますが、偏
心率の制限は、レベル1、レベル
2、余裕度レベルにおける変形に
対して遵守するということでよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。
詳細は提案に委ねます。

39 3-3 3 6 6-1
余裕度レベルの
免震層クリアラン
ス

「余裕度レベルとして・・・、免震層
クリアランス60cm以内の変形量で
あることを確認する。」とあります
が、免震層のねじれ変形を考慮し
て確認するということでよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。
詳細は提案に委ねます。

40 3-3 3 6 6-2
時刻歴応答解析
概要

断層の活動を考慮して作成する
直下型模擬地震動は、建築基準
法の極めて稀に起こる地震動レ
ベル（レベル2）を大きく超える（1.2
倍以上）ことも想定されます。この
ような地震動に対しても、「6-1 耐
震設計方針」 に示されているレ
ベル2のクライテリアを満足するの
でしょうか。

貴見のとおりです。

41 3-6 3 11 11-3
免震建物の維持
管理

免震装置の竣工後の定期点検に
ついて、以下の記載があります
が、建物管理者が行うものとし、別
途工事としてよろしいでしょうか。
計測点検：建物竣工後の５年、１０
年、以後１０年ごと

貴見のとおりです。

42 4-2 4 2 1 ① 電力引込み

電力引込について特高電気室ま
で空配管を敷設する計画となって
おりますが、引込距離、特高電気
室の設置位置に係わらず、引込
開閉所は不要と判断してよろしい
でしょうか。

現在の位置を変えた場合、再協
議が必要になるとお考えくださ
い。

43 4-2 4 2 1 ③

受変電設備
/将来増加時の考
え方"

高圧変圧器の将来増設スペース
は変圧器２台分程度と考えて宜し
いでしょうか。

将来の電力増加を考慮し、提案
してください。

44 4-2 4 2 1 ① 想定負荷容量

大電力が6,500kVA（有効電力
は5,200kW（力率0.8の場合））とあ
りますが、変圧器容量は将来を負
荷増設を考慮して10,000kVAが選
定されています。想定 大電力は
初期が6,500kVAとし、将来の増
設時の 大電力が10,000kVA（有
効電力は8,000kW（力率0.8の場
合））になると考えて宜しいです
か。

貴見のとおりです。
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45 4-3 4 2 1 ④ 単線結線図

第１電気室から第３電気室の考え
方が示されていますが、各電気室
内の母線連絡の考え方が異なりま
す。図示の通りと考えてよろしいで
しょうか？

図示の通りと考えていますが、機
能性、安全性、コストを考慮し提
案してください。

46 4-3 4 2 1 ④ 単線結線図

第１・２電気室と異なり、第３電気
室においては低圧バックアップの
記載がありません。低圧バックアッ
プは必要と考えるべきでしょうか？

要求水準書質問回答No165を参
照してください。

47 4-3 4 2 1 ④ 単線結線図

第一電気室の単線結線図中、一
般系と発電機系間の母線部に凡
例にないデバイスがプロットされて
おります。当該、遮断器（2台）との
解釈でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

48 4-4 4 2 4-4 3 ①
太陽光発電機設
備

太陽光発電容量は30kW～50kW
程度とありますが、要求水準書
60Pでは50kW程度とあります。ど
ちらが正かご教示ください。

50ｋW程度と考えています。

49 4-4 4 2 1 ⑤

受変電設備
/将来増加時の考
え方"

左上の図において、一般系高圧
部点検時には一般電源負荷を停
止して発電機負荷に送電する考
えが明記されてます。Ｇ系高圧部
点検時は、発電機負荷のみに送
電し一般電源負荷を停止すること
が明記されていませんが、一般電
源負荷は停止してもよいと考えて
よろしいでしょうか？

一般電源負荷についても同様と
考えてください。

50 4-4 4 2 1 ⑤
高圧部無停電点
検用低圧メンテナ
ンスバイパス回路

G系高圧部点検時、1系（2系）変
圧器より発電機電源負荷と一般
電源負荷への給電を行う計画と
なっておりますが、1系（2系）変圧
器は同容量を賄える容量設定と
なっていると考えてよろしいでしょ
うか。

メンテナンス時はある程度利用
制限を行うこととし、機能性、メン
テナンス性、コストを考慮して提
案してください。

51 4-4 4 2 1 ⑥

受変電設備
/幹線のバック
アップ"

通信設備の 重要負荷は防災セ
ンター，中央監視室，交換器室，
サーバー室とありますがそれぞれ
設置される重要機器を対象とし、
室内照明および空調・換気への
供給は非常用発電機電源と考え
ます。よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

52 4-4 4 2 3 ①
太陽光発電
・概要

蓄電池を有した太陽光発電シス
テムで災害時に利用できるとあり
ますが、太陽光発電設備の容量
や天候の影響などを考慮した場
合に、使用できる負荷はかなり限
定されます。対象負荷や蓄電池
の容量・時間について、具体的に
ご指示ください。

蓄電池容量は、30kW以上とを見
込んでいるとお考えください。
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53 4-4 4 2 3 ① 設備概要

「 太 陽 光 発 電 容 量 は 30kW ～
50kW程度」とありますが、要求水
準書では50kWと記載されておりま
す。前者を正としてよろしいでしょ
うか。

No48を参照してください。

54 4-4 4 2 2 ①② 非常用発電機

3000kVA×2台の他、仕様が記載
されていますが、運転方法につい
て、記載がありません。要求水準
書には、40秒で自動起動し、停電
時常時同期の記載があります。但
し、遮断機投入や同期等に伴う時
間が必要となる為、40秒の記載は
起動時間と考えて宜しいでしょう
か。

貴見のとおりです。

55 4-5 4 2 4 ①②

無停電電源設備
・設備概要，機器
使用"

並列冗長で２入力とありますが、
総合定格出力の記載容量は冗長
構成の合計と考えてよろしいで
しょうか。

記載の容量は、冗長構成の合計
容量ではありません。

56 4-5 4 2 5 ⑤
直流電池設備
機器仕様

入力電圧が400Vとされています
が、400Vまたは200Vでも可能と考
えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

57 4-6 4 2 6 ②
電力監視
計量装置

計量装置はエネルギー計測を目
的とするので全て検定無しと考え
てよろしいでしょうか。

テナント以外は、貴見のとおりで
す。

58 4-7 4 2 8 ④ 非常照明

『非常照明は電源別置型としＬＥ
Ｄとする』とありますが、同仕様の
製品が現在ありません。見積はﾊﾛ
ｹﾞﾝﾗﾝﾌﾟとして良いでしょうか。

貴見のとおりです。

59 4-7 4 2 8 ④ 非常照明

「非常照明は電源別置型としLED
を原則とする。」とありますが、現
状では、電源別置型のLEDタイプ
は製作されておりません。主として
ハロゲン球としてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

60 4-7 4 2 8 ④ 非常照明・誘導灯

「非常照明は電源別置型としLED
を原則としますと」ありますが現時
点では製品化されておりませんの
で、従来のハロゲン電球を採用と
考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

61 4-7 4 2 8 ⑤
コンセント設備概
要

「研究所実験盤においては、・・・
AC3φ3Wを200VA、・・・GC3φ
3Wを100VAを基準とし」とあります
が、VA⇒VA/㎡と解釈してよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

62 4-8 4 3  12 ③
情報機器
工事区分

情報機器で設置する、19ｲﾝﾁﾗｯｸ
が別途工事となっています。搭載
するＵＰＳも別途となっているた
め 、一時側で供給する電源は
ACGC電源と考えて宜しいでしょう
か。

貴見のとおりです。
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63 4-9 4 3 3 ① 遠隔操作機

「その他各スタッフステーション及
び事務所にも設置し、患者避難を
迅速に対応可能な計画」とありま
すが非常用遠隔操作機は通常8
台までですので、全てのスタッフ
ステーションや事務所に設置する
事が出来ません。遠隔操作機とマ
ルチリモコンを併用したシステム
構成としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

64 4-9 4 3 4 ①
テレビ共同受信
設備

TVアウトレットは、「原則全ての居
室に設置」とありますが、諸室リス
トと異なります。諸室リストに合わ
せて見込むものと考えてよろしい
でしょうか？

貴見のとおりです。

65 4-9 4 3 4 ①
テレビ共同受信
設備

「任意のDVD等や自主放送の視
聴可能なようにヘッドエンド設備を
設置する」とありますが、病院施設
側への対応とし、研究所施設への
対応は不要と考えてよろしいで
しょうか？

研究所施設への対応も行う計画
としてお考えください。

66 4-9 4 3 4 ① ヘッドエンド設備

ヘッドエンド設備に対応するメディ
ア（DVD作成費等）は別途工事と
考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

67 4-10 4 3 6 ②
ナースコール設
備

ナースコール子機において、「ME
機器連動接続口」「マルチケア
コール」の記載がありますが、全
数対応でしょうか？一般病棟の病
棟単位ごとに10床程度の対応と
いうことでよろしいでしょうか？

「ME機器連動接続口」はナース
コール子機全数に設置するとし
てお考えください。「マルチケア
コール」は提案によるとお考えく
ださい。

68 4-10 4 3 6 ②
ナースコール
子機

ナースコール子機について、マル
チケアコール（タッチ、ブレス、光
センサーコール機能）とあります
が、子機コンセントに接続用端子
（1入力）を設けるのみとし、マルチ
ケアコール本体は別途工事と考
えてよろしいでしょうか。本工事の
場合は、数量をご教示いただけな
いでしょうか。

No67を参照してください。

69 4-10 4 3 7 ①
インターホン
外線通話可能型

連携用インターホン設備につい
て、外線通話可能型とあります
が、同仕様が必要な諸室をご教
示いただけないでしょうか。

不要としてください。

70 4-11 4 2 12 ① 映像・音響設備

基本計画の本文中の要求仕様
と、様式9-2 内訳書 医療機器
及びそのた関連工事P-7に映像・
音響機器の名称、適用、数量が
表記ありますが、基本計画の研究
所４階大会議室が内訳書に記載
なし、逆に10階特別会議室の記
載が基本計画書に無く、内訳書
に記載あります。研究所４階大会
議室と10階特別会議室を見込む
必要がありますか。

必要があるとお考えください。
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該当箇所
タイトル 質問

71 4-11 4 3 9 ①
監視カメラ録画装
置仕様

監視カメラ映像録画装置の仕様
（コマ数・録画保存期間等）をご教
示いただけないでしょうか。

機能性、利便性、コスト等を考慮
して提案してください。

72 4-11 4 3 9
①
②
③

監視カメラ映像配
信

「統合IPシステムに映像配信でき
るシステム」とありますが、統合IPと
は、別途工事で整備される情報
設備と考え、同設備への映像配
信用にゲートウエイサーバーを見
込むということでよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

73 4-11 4 3 10 ①
入退出管理
／設備概要

ICカードは別途工事と考えます。
対応すべきICカードの仕様をご指
示ください。

ICカードは本工事としてくださ
い。カード仕様は要求水準書質
問回答No131を参照してくださ
い。

74 4-11 4 3 10 ① 入退室設備

「入退室設備のデータを統合IPシ
ステムでも確認」とありますが、統
合IPとは、別途工事で整備される
情報設備と考え、同設備との接続
用にゲートウエイサーバーを見込
むことでよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

75 4-11 4 3 12 ①
カメラ録画装置仕
様

カメラ映像録画装置の仕様（コマ
数・録画保存期間等）をご教示い
ただけないでしょうか。

機能性、利便性、コスト等を考慮
して提案してください。

76 4-11 4 3 12 ① 映像・音響設備

「カメラ映像をに統合IPシステムに
送信」とありますが、統合IPとは、
別途工事で整備される情報設備
と考え、同設備との接続用にゲー
トウエイサーバーを見込むというこ
とでよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

77 4-11 4 3 12 ①
映像・音響設備
設備概要

設備概要に機器仕様の名称が記
載されていますが、サイズや容量
等の仕様の記載が不足している
機器があります。見積上、必要と
なりますのでご指示ください。

別紙資料1 4-11にある室及び
用途に基づき、機能性、耐久
性、コストを考慮し提案してくださ
い。

78 5-2 5 1 1-2 3 ① 太陽熱設備

見積もりは、補助金分を低減した
金額で提示することでよろしいで
すか。

補助金分を低減しない金額で提
示ください。

79 5-3 5 2 1 1
熱源システムと機
器

ゾーン毎の加湿方法（蒸気式加
湿と気化式加湿の範囲など）につ
いて、ご指示ください。熱源機器
の構成の中で、蓄熱式電気熱源
蒸気発生器(150kg/h×2)、クリー
ン蒸気発生器(300kg/h×1)との記
載がありますが、病院棟、研究所
棟を全て蒸気加湿とした場合、全
体加湿量から想定すると総容量
が不足するのではないかと考えら
れます。気化式加湿の場合は、冬
期室内湿度条件が５０％ＲＨであ
る場合は、同上機器にて保証する
事は難しく、湿度条件を成り行きと
読み替えますがよろしいでしょう
か？

加湿方式は蒸気方式と気化式を
想定しています。加湿は外調機
ゾーンごとに行うことを想定して
います。蒸気式は手術室及び飼
育室の空調機、集中治療室関
連、周産期関連、クリーンルーム
ゾーン系統の外調機とし、他は
気化式を想定していますので総
容量が不足することは無いと考
えます。冬期室内湿度条件の
50％RHは空調機器設計のため
設計条件値を示すものとし、気化
式加湿の場合については貴見の
とおりとします。
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第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

80 5-3 5 2 1 3

熱源設備の省エ
ネルギーについ
て
熱源フロー図

熱源フロー図にて冷水二次側温
度条件は記載がありますが、温水
二次側温度条件において記載が
ありません。ヒートポンプ熱源の効
率も考慮して５０℃送水、４０℃返
りの温度条件と考えてよろしいで
しょうか？

貴見のとおりです。

81 5-4 5 2 2 1 ②
空調設備
設計条件

本文中に”ファンコイルユニットは
原則２管式による冷暖切替としま
すが、手術部門等の湿度調整が
必要な室や負荷パターンが大きく
異なる室は、４管式ＡＨＵもしくは
ＦＣＵによる冷暖房とします”と記
載があります。この記載の意味す
る所は、原則外気処理空調機は
冷温水の２管式と考えるという事
でしょうか？その場合、４管式外
気処理空調機が必要とお考えの
系統については、別添資料２（各
種技術資料）M-44～M-52に記載
頂いております、空調フロー図の
外気処理空調機のコイルの種別
が４管式となっているものだけを考
え、その他は２管式と考えてよろし
いでしょうか？
また、ＦＣＵ系統におきましては、
４管式と考えるべき室についても
同系統の４管式外気処理系統に
おけるＦＣＵとして考えればよろし
いでしょうか？

原則外気処理空調機は冷温水
の２管式とお考えください。４管
式外気処理空調機が必要な系
統は貴見のとおりです。ファンコ
イルについては４管式外気処理
空調機以外のゾーンについても
負荷パターンが大きく異なること
が想定される室（内部発熱等によ
り中間期や冬季においても冷房
が必要な室等）は４管式と考えま
す。

82 5-4 5 2 2 1 ② 空調方式

ファンコイルユニットは原則2管式
による冷暖切替とありますが、実
験室は室毎の個別空調が可能な
システム（ON-OFF、温度設定、
冷暖切替）となっております。ファ
ンコイルについては、ゾーン毎の
冷暖房切替と考えてよろしいで
しょうか。

実験室は原則４管式ファンコイル
とし室毎の個別空調が可能なシ
ステム（ON-OFF、温度設定、冷
暖切替）とお考えください。

83 5-4 5 2 2 1 ② 空調方式

ファンコイルユニットは原則2管式
による冷暖切替とありますが、研
究室は室毎の個別空調が可能な
システム（ON-OFF、温度設定、
冷暖切替）となっております。ファ
ンコイルについては、ゾーン毎の
冷暖房切替と考えてよろしいで
しょうか。

研究室は原則４管式ファンコイル
とし室毎の個別空調が可能なシ
ステム（ON-OFF、温度設定、冷
暖切替）とお考えください。

84 5-4 5 2 2 1 ② 空調方式

「防災センターなどの24 時間使用
室、電気室・サーバー室などの発
熱機器対応はパッケージエアコン
による個別空調とします。」とありま
すが、24時間使用室の対象室とし
て、「集中治療室、病棟スタッフス
テーション、医局」などが考えられ
ますが、機械設備資料M-49、５０
のフロー図には反します。パッ
ケージエアコンの具体的な対象
室は、「サーバー室、防災セン
ター、中央管理室、電話交換機
室、各電気室、蓄電池室、自家発
電設備室、各機械室、EV機械室」
と考えますが、よろしいでしょう
か？

貴見のとおりです。
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第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

85 5-4 5 2 1 1
熱源設備の送水
温度

全館冷水5℃送水としているコン
セプトをご教示いただけないで
しょうか。

氷蓄熱を用いた低温送水によ
り、Δｔ10℃の大温度差システム
としております。

86 5-5 5 2 3 1
換気設備
概要

本文中に”個別換気方式となる系
統については、熱交換換気を採
用します”と記載のある室に対す
る加湿対策は、気化式加湿付熱
交換器にて考える事でよろしいで
しょうか？
その場合、冬期室内湿度条件が５
０％ＲＨである場合は、同上機器
にて保証する事は難しく、湿度条
件を成り行きと読み替えますがよ
ろしいでしょうか？

気化式加湿付全熱交換器とお考
えください。その場合の冬季室内
湿度条件は50％RHを満足する
個別加湿器を単独設置とお考え
ください。

87 5-5 5 2 3 3 排気処理方式

厨房排気は脱臭処理と記載され
ていますが、中間階にて排気する
場合に限り必要で、屋上で排気
する場合には脱臭処理は不要と
考えますが、よろしいでしょうか？

設置してください。

88 5-6 5 2 5 2 ⑤
自動制御設備
制御項目
ファンコイル制御

ファンコイル制御においては室内
温度による２方弁及び風量制御と
ありますが、２方弁制御はＯＮ－Ｏ
ＦＦ制御と考えてよろしいでしょう
か？

２方弁制御はON-OFF制御と考
えますが、機能性、耐久性、コス
トを考慮して提案してください。

89 5-7 5 2 清浄度クラス

「ＨＥＡＳ－０２－２０１３」の注記に
従い、給気 終フィルターは空調
機または外調機内に設置する
終フィルターを示すものと考えま
す。よろしいでしょうか？

ファンコイル及びパッケージ室内
機に設置するフィルターとお考え
ください。

90 5-7 5 2 清浄度クラス

「ＨＥＡＳ－０２－２０１３」の注記に
従い、清浄度クラスⅣにおいて
は、室内循環機器を設置する場
合は、機器吸込口にはプレフィル
タ以上を設置することと考えます。
よろしいでしょうか？

貴見のとおりです。

91 5-7 5 2 清浄度クラス

「ＨＥＡＳ－０２－２０１３」の注記に
従い、清浄度クラスⅴのうち、表中
のガンマナイフ、PET～食堂厨
房、栄養部厨房に該当するレベ
ルの室については、室内循環機
器を設置する場合は、機器吸込
口にはプレフィルタ以上を設置す
ることと考えます。よろしいでしょう
か？

貴見のとおりです。

92 5-8 5 3 2 3 ③ その他

災害時の水の確保に関し、井水
の飲用濾過運用は別途工事と考
えてよろしいでしょうか。

本工事としてお考えください。

93 5-8 5 3 3-3 1 排水設備

縦管で汚水・雑排水の合流式とす
ると記載があります。要求水準に
は、分流とする記載がありますが、
縦管は合流と考えてよろしいで
しょうか。

要求水準書を正としてお考えく
ださい。
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該当箇所
タイトル 質問

94 5-9 5 3 4 1 給湯設備

「貫流蒸気ボイラー（空調工事）」
とありますが、5-3の「（１）熱源シス
テムと機器」に記載の蒸気ボイ
ラーを兼用すると考えてよろしい
でしょうか？

貴見のとおりです。

95 5-9 5 3 4 1 給湯設備

各棟における貯湯槽容量の記載
がありません。明示願います。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

96 5-9 5 7 1 ガス設備

実験室対応のガスボンベは、配
管工事がないものと考えてよろし
いでしょうか。また、ボンベ本体は
別途工事と考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

97 5-10 5 11 5 動物排水処理

体毛等の固形物を除去した後に
公共下水道へ放流とありますが、
滅菌消毒等の処理は必要ないと
考えてよろしいでしょうか。

基本設計では不要と考えます
が、今後実施設計において詳細
な協議を行い、必要であれば法
的、機能的に合致した提案として
ください。

98
7-1
～

7-16
7   1～5

基本設計図（配置
図、平面図、立面
図、断面図、主要
部詳細図）

提案書の円滑な作成のため、ＣＡ
Ｄデータを戴くことは可能でしょう
か。正確な建築情報を元に至急
検討を開始したいので、よろしく
お願いいたします。

様式集質問回答No39を参照して
ください。

99 7-2 7 基本設計図

ピット階平面図の地下１Ｆ外壁ライ
ンで示されている外壁仕上は、コ
ンクリート打放し素地としてよろし
いでしょうか。

貴見のとおりです。

100 7-6 駅連絡歩道

レベルが明示されていません。レ
ベルを教えて頂きたい。

駅 連 絡 歩 道 は TP16.74 、 駅 前
ロータリー歩行者専用デッキは
TP16.74～TP15.94の勾配を持
ち、２階エントランスデッキには
TP15.94のレベルで接続される
予定です。

101 7-14 7 3 立面図

凡例④アルミ製横ルーバーとあり
ますが、部材寸法・ピッチ・仕上及
び参考メーカー・品番が不明で
す。ご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

102 7-14 7 3 立面図

屋上目隠し用押出成形セメント板
について、以下ご指示願います。
①西立面には図示ありませんが、
ＲＦ屋上全周に必要としてよろし
いでしょうか。（ＰＨ壁・ヘリポート
部は除く）
②外部主要部計画で、押出成形
セメント板がリブ付きとなっていま
すが、立面図ではリブ付きの記載
はありません。押出成形セメント板
はフラットとしてよろしいでしょう
か。

①貴見のとおりです。
②貴見のとおりです。

52



様式B-5　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　基本設計書」に関する質問の回答

第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
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103 7-14 7 3 立面図

主要部詳細図（矩計）で、外壁
ルーバー専用押出成形セメント板
について以下ご指示願います。
①ルーバー専用押出成形セメント
板Ｗ６００は矩計図でＷ６００（スラ
ブ間）、立面図でＷ３００（通し）の
ような図示になっておりますが、平
面詳細図をご指示ください。
②立面図では 上段パラペット部
分の横張りよりも竪張り勝ちで図
示されておりますが、竪張りルー
バーの間のみ横張りとなるので
しょうか。

①ルーバーは矩計図を正として
お考えください。
②は提案してください。

104 7-14 7 3 立面図

１階病院ロータリーで柱型がありま
すが仕上が不明です。ＥＣＰ ｔ６０
＋フッ素樹脂塗装としてよろしい
でしょうか。

石貼りでお考えください。

105 7-14 7 3 立面図

北・南立面図において、凡例⑧
アルミハニカムパネルが指示され
ていますが平面図には図示が無
く範囲が不明です。ご指示願いま
す。

各入口の庇としてお考えくださ
い。

106 7-16 7 5 主要部詳細図

テクニカルボイドの外壁仕上げは
ＥＣＰ Ｗ６００×Ｔ６０ 複層塗材Ｅ
としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

107 7-16 7 5 主要部詳細図

テクニカルボイドの外壁の柱型の
凸凹の仕上げは外壁ＥＣＰとして
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

108 7-16 7 5 主要部詳細図

５．主要部詳細図で、７階心臓血
管リハビリテーションの床に「床ラ
ンプ埋込」とありますが、仕様及び
参考メーカー・品番が不明です。
ご指示願います。

別途工事としてお考えください。

109
8-1

～8-5
8 1   1-1～1-2 法規チェックリスト

法規チェックリストについて、基本
設計時に遵守しておかなければ
いけない事項は、特別な記載の
のあるもの以外は反映されている
と考えて宜しいでしょうか。
また、行政との打合せ議事録を開
示していただけないでしょうか。

法的に合致した提案としてくださ
い。

110
8-2

～8-4
8 1   1-1～1-2 法的規制

バリアフリー法に関しては、移動
円滑化誘導基準を満たす必要が
ありますでしょうか。

提案によるとお考えください。

111 8-4 8 1 1-2 法的規制

吹田市開発事業の手続に関する
条例（すいた すまいる条例）の対
応項目に、「避難器具」の記載が
ありますが、仕様・台数が不明で
す。ご指示願います。

消防協議によりバルコニー設置
にて対応とお考えください。
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様式B-5　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　基本設計書」に関する質問の回答

第1章 1. 1-1 1) (1) ア ①
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

112 ―
環境モニタリング
設備

温度、湿度、清浄度、室圧/室間
差圧等の環境モニタリングが必要
な部屋はないものと考えて宜しい
でしょうか。必要であれば、その項
目、必要箇所、方式についてご指
示下さい。（例えばAAALACで
は、「動物収容区域やその他の環
境保全に注意を要する区域では
環境条件をモニタリングしなけれ
ばならない」と記載があります）

AAALACの基準を満たすように
提案してください。

113 ― 国際基準

「1-4．設計コンセプト」の「国際
化：グローバル」には、「医療・研
究・実験等の国際基準を踏まえ、
グローバルスタンダードに合致し
た施設づくりとする。」との記載が
あります。研究所については、別
途、AAALAC、GLP等との具体的
な記述がありますが、病院に関し
ては、JCIに配慮した施設と考えて
良いでしょうか。

貴見のとおりです。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名

1 9 敷地関連資料 岸辺駅図面

図面データをDXFまたはDWGで頂けません
でしょうか。

図面データを所有していませんので、
提供できません。

2 10 敷地関連資料 地下接続通路

図面データをDXFまたはDWGで頂けません
でしょうか。

図面データを所有していませんので、
提供できません。

3 10 敷地関連資料
岸辺駅への
立体歩道橋

立体接続歩道橋の図面はございませんで
しょうか？また図面データをDXFまたはDWG
で頂けませんでしょうか。

立体接続歩道橋の図面はありません。
また、図面データを所有していませんの
で、提供できません。

4
8-1
～７

敷地関連資料

別添資料＿敷地関連資料＿８－１～８－７に
記載のある道路施設工、道路植栽工は別途
工事としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

5 8－5 日影図 等時間日影図

日影図の図面データをDXFまたはDWGで頂
けませんでしょうか。

様式集質問回答No39を参照してくださ
い。

6 A-1 2 建築資料

外壁ＥＣＰについて下記の内容をご指示下さ
い。
①取付け下地金物に耐火被覆は不要なもの
としてよろしいでしょうか。
②開口補強金物に耐火被覆は不要なものと
してよろしいでしょうか。
③鉄骨梁貫通部の塞ぎの仕様はスチールＰ
Ｌ－１．６フラッシュとしてよろしいでしょうか。

法的、機能的に合致した提案としてくだ
さい。

7 A-1 2 建築資料
一般共通事項
 下地

「天井下地は特記なき限りＬＧＳとし、内部吹
抜部分の天井吊金物は、耐震仕様とする」と
ありますが、耐震仕様の詳細が不明です。ご
指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

8 A-1 2 建築資料
一般共通事項
 下地

上記の内部吹抜部分の他に、耐震天井、特
定天井に該当する範囲は無いものとしてよろ
しいでしょうか。

法的、機能的に合致した提案としてくだ
さい。

9 A-1 2 建築資料
一般共通事項
 内装

個別シャワー室 腰掛付シャワーユニット０８１
２とありますが、病床計画で、該当する病室が
見当たりません。該当無しとしてよろしいで
しょうか。必要な場合該当病室及び病床計画
をご指示願います。

シャワー室全てとしてお考えください。

10 A-1 2 建築資料
一般共通事項
 内装

カーテンボックス、ブラインドボックス、ロール
ブラインドボックスの材種は樹脂製（既製品）
を標準とするとありますが、仕様・厚み、又は
参考メーカー・品番をご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

11 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

ステンレス建具について以下ご指示願いま
す。
①曲げ加工は、普通曲げとしてよろしいで
しょうか。
②表面仕上は、特記以外ＨＬ仕上としてよろ
しいでしょうか。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

回答No ﾍﾟｰｼﾞ
該当箇所

タイトル 質問
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

12 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

以下についてご指示願います。
①建具共通事項のガードで、患者搬送エリア
の諸室において想定すると記載されています
が、研究棟に該当する建具は無しとしてよろ
しいでしょうか。
②上記①で患者搬送エリアがあればご指示
願います。

病院、研究所共ガードが必要と思われ
る建具について設置とお考えください。

13 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

建具共通事項の主要諸室の建具仕様で、研
究棟の諸室について、気密性能がＳＡＴと記
載されていますが、引戸には気密性能は無
しとしてよろしいでしょうか。

SATが必要と記載がある諸室に設置し、
引戸の場合はSAT仕様としてお考えく
ださい。

14 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

以下についてご指示願います。
①建具共通事項の主要諸室の建具仕様で、
ドアガラリに一般清浄度の器材庫、倉庫、Ｗ
Ｃの扉にはドアガラリを設けると記載されてい
ますが、研究棟は全て一般清浄度としてよろ
しいでしょうか。
②上記①で一般清浄度以外があれば、使い
分けをご指示願います。

研究所の一般清浄度以外は、要求水
準書（諸室リスト）を参照してください。

15 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

建具共通事項の標準姿図について以下をご
指示下さい。
①Ａ～Ｃに室名が記載されていますが、Ａ～
Ｃに該当しない部屋の場合は、全てガラス無
しのフラッシュドアとしてよろしいでしょうか。
②親子開き扉、両開き扉の場合は、親子開き
扉は親扉のみ標準姿図の形状（子扉はガラ
ス無し）、両開き扉は２枚共標準姿図の形状
としてよろしいでしょうか。

標準姿図を示しています。機能性、耐
久性、意匠性、コストを考慮して提案し
てください。

16 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

建具仕様で、材質Ｅ（ビニール被覆鋼板）が
ありますが、軽量スチール建具としてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

17 A-2 2 建築資料
建具共通事項
１

学校用強化ガラスの、参考メーカー・品番を
ご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

18 A-2 2 建築資料
建具共通事項
３外部建具仕
様

「膳板は、樹脂製を標準とする」とありますが、
仕様・厚みが不明です。仕様・厚み又は参考
メーカー・品番をご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

19 A-2 2 建築資料

額縁の仕様・厚みが不明です。上記の膳板と
同仕様としてよろしいでしょうか。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

20 A-5 2 建築資料
地下1階平面
詳細図

地下１階平面図において、スロープ部の壁仕
上げが不明です。フッ素樹脂塗装としてよろ
しいでしょうか。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

21 A-7 2 建築資料
２階平面詳細
図

２階平面図において、ペデストリアンデッキが
別途工事と指示されています。本体との取り
合い部にＥＸＰ・Ｊ金物が必要と思われます
が、ＥＸＰ・Ｊ金物も別途工事としてよろしいで
しょうか。
ＥＸＰ・Ｊ金物が本体工事の場合は仕様をご指
示願います。

本工事として、提案してください。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

22
A-7
～11

2 建築資料

２～６階Ｘ３２通り外壁の柱型の凸凹の仕上
げは外壁ＥＣＰとしてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

23
A-7
～11

2 建築資料

テクニカルボイドのメンテナンス歩廊につい
て下記の内容をご指示下さい。
①施工範囲は下図青色の範囲としてよろし
いでしょうか。
②床の仕様はファインフロア 溶融亜鉛メッキ
Ｗ６００としてよろしいでしょうか。
③手摺の仕様、高さをご指示下さい。

他３か所もこれに準ずる

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

24 A-9 2 建築資料
４階平面詳細
図

吹抜け・光庭の床は磁器質タイルとしてよろ
しいでしょうか。異なる場合、仕上げをご指示
願います。

タイル貼とし、一部木製デッキとしてお
考えください。

25 A-9 2 建築資料
４階平面詳細
図

吹抜け・光庭の○印（樹木と思われる）回りの
詳細をご指示願います。

基本設計書質問回答No10を参照してく
ださい。

26 A-9 2 建築資料
４階平面詳細
図

屋上庭園の１点鎖線は何を示すのでしょう
か。また、屋上庭園の各部仕上およびそれぞ
れの範囲をご指示願います。

1点鎖線は外部を表示しています。屋上
庭園は基本設計書質問回答No10及び
各種技術資料（本書）No24を参照してく
ださい。

27 A-12 2 建築資料
７階平面詳細
図

屋上設備デッキについて下記の内容をご指
示願います。
①床仕様はファインフロア 溶融亜鉛メッキと
してよろしいでしょうか。
②手摺は不要としてよろしいでしょうか。
③手摺が必要な場合、仕様・詳細をご指示
願います。
④手摺が必要な場合、設置範囲は塔屋当り
部分を除く全周に必要としてよろしいでしょう
か。
⑤下地鉄骨は溶融亜鉛メッキのままとしてよ
ろしいでしょうか。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。

28 A-12 2 建築資料
７階平面詳細
図

７階平面図で塔屋の外壁で柱型の凸凹があ
りますが、全周ＥＣＰとしてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

29 A-14 2 建築資料
搭屋平面詳細
図

Ｘ２０－２３、Ｘ２６－２８でスロープがあります
が詳細が不明です。詳細をご指示願います。

機能性、耐久性、意匠性、コストを考慮
して提案してください。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

30 A-14 2 建築資料
搭屋平面詳細
図

避難場所範囲にはゼブラゾーン表示が必要
としてよろいしでしょうか。

貴見のとおりとしますが、消防協議によ
ります。

31 A-14 2 建築資料
搭屋平面詳細
図

また、避難場所周囲に手摺等必要な場合は
仕様、高さをご指示願います。

不要と思われますが、消防協議によりま
す。

32 Ａ-18 2 建築資料
手術室埋込器
材について

保温庫、保冷庫器材戸棚、薬品戸棚、モニ
ター収納庫について、仕様欄の記載以外に
容量や寸法等の指定がありましたら、ご提示
ください。

記載以外に指定するものはありません。

33 Ａ-18 2 建築資料
手術室
鉛シールド

手術室の鉛シールド対応は、1、4、5の手術
室のみの対応と記載していますが、その記載
通りの仕様でよろしいでしょうか。

諸室リストを正とし、全手術室の壁、建
具は鉛シールド対応としてお考えくださ
い。

34 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

３階においては、基本設計図において産学
官連携スペースとされている部分を、オープ
ンイノベーションセンターに置き換えてよいと
考えて間違いないでしょうか？スペースが
余った場合は産学官連携スペース（将来拡
張スペース）としてよろしいでしょうか？
また、創薬オミックス解析センター・バイオバ
ンクエリアはレイアウトはそのままで部門名称
をメディカル・ゲノムセンター（仮称）に変更す
るということでよろしいでしょうか？

前段については、貴見のとおりです。
中段については、提案に委ねます。
後段については、貴見のとおりです。

35 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

オープンイノベーションセンターの新設に必
要な床面積は、削除可能（調整エリアも含
む）な室の合計床面積より少ないと思われま
す。総延べ床面積の増不可な場合、「移動
可能エリア」内の諸室の床面積を縮小、ある
いは「基本ユニット」数を減してもよいと判断し
てよろしいでしょうか？

A-19図による、オープンイノベーション
エリアを確保してください。
その他は、提案に委ねます。

36 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

「2階計画検討位置図」において、「CPC・臨
床研究はオープンイノベーションに含む」とあ
りますが、総合的に判断してCPC・臨床研究
実験室を「オープンイノベーションエリア検討
位置」（同じ階）のエリア外に設置することは
可能でしょうか？

A-19図によるオープンイノベーションエ
リアに含むこととします。

37 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

オープンイノベーションセンターの新設につ
いては、「オープンイノベーションエリア検討
位置」内を基本にしますが、総合的に判断し
てエリア外（エリアをまたがることも含む）に設
置することは可能でしょうか？

A-19図によるオープンイノベーションエ
リア内に設置とします。

38 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

オープンイノベーションセンターの新設にとも
なって、「移動可能エリア」内の諸室以外の
諸室を階移動させることは可能でしょうか？

移動可能エリア（階移動を含む）間の諸
室は可能とします。

39 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

「４階計画検討位置図」において、「会議（研
修室）は削除可能」と記述されていますが、
図面上にはマークされていません。コメントを
正としてよろしいでしょうか？

貴見のとおりです。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

40 A-19 2 建築資料

オープンイノ
ベーションセン
ター計画の基
本的な考え方

「４階計画検討位置図」において、「研究医
療・企画運営は事務部門と一体化可能」と記
述されていますが、事務部門とは具体的にど
この室を指すのでしょうか？あるいは、削除
可能と考えてよろしいのでしょうか？

総務、人事及び財務とし、研究医療・企
画運営と一体で提案してください。

41 Ａ-19 2
オープンイノ
ベーションセン
ター

オープンイノ
ベーションセン
ター検討位置

病院エリア内にもオープンイノベーションセン
ターが設定されていますが、赤の検討位置に
対して、緑の増減調整エリアが小さく、病院
部分の面積を圧縮しなければなりません。
要求水準書Ｐ135、136の 「（3）諸室リスト（建
築編）の各項目について」 の「エ.室数」 およ
び 「オ.面積」 の記載内容にかかわらず、部
門における基本設計主旨及び機能を維持し
たものであれば、室数および面積等の調整
は可能と考えてよろしいでしょうか。

調整は可能とし、提案によるものとお考
えください。

42

E-02
E-04
E-06
E-08

受変電設備
単線結線図

単線結線図の文字がつぶれていて見えませ
んので、鮮明に見える状態の図面を発行して
いただくことは可能でしょうか。

PDFデータの拡大表示にて確認してく
ださい。

43
E-37
～50

3 電気設備資料

セキュリティレ
ベル及び入退
室管理プロット
図

1F X1-Y11階段のような片側カードリーダの
扉にカードリーダや電気錠のプロットがされて
いませんが此方についてはプロットを優先せ
ず、各扉の色を優先させた方が宜しいでしょ
うか。
同様の箇所は下記の位置と認識しておりま
す。
1F X1-Y11,1F X14-Y13,X19-Y13,X26-
Y13,X20-Y5,X30-Y7
3F X1-Y11,X35-Y7
4F X15-Y13,X19-Y13,X26-Y13
7F X20-Y5,X22-Y5
全ヵ所共通の対応で宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

44 M-2 4 機械設備資料
空調熱源フ
ロー図

同フロー図にて記載されております熱源の容
量、台数と別添資料１（基本計画書）中5-3
ページに記載されております熱源機器の構
成に不整合がありますが、別添資料１（基本
計画書）を正として考えてよろしいでしょう
か？

貴見のとおりです。

45
M-4
～

M-21
4 機械設備資料

空調ゾーニン
グ図

同空調ゾーニング図におきまして、同一外気
処理系統のゾーニング資料がありますが、要
求水準書（諸室リスト）にて明示頂いておりま
す、各室の温湿度条件の温湿度設定が違う
室において同系統の外気処理にてゾーニン
グされております。
湿度管理については外気処理機にて除湿、
加湿を行う為、湿度においては各室の条件
を守る事ができません。湿度設定は同系統
に含まれる絶対湿度が も高い室を基準に
外気処理機の設定を行い、湿度は各室の湿
度は成り行きと考えますが、よろしいでしょう
か？

貴見のとおりです。

46 M-15 4 機械設備資料

空調ゾーニン
グ図
研究所
B1F

動物飼育ゾーンにおいて、各ゾーン　空調機
1台の計画となっていますが、バックアップ機
器（予備機）の考え・要否について、御指示く
ださい。

2ゾーンに対して予備機1台を見込む考
え方です。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

47 M-16 4 機械設備資料

空調ゾーニン
グ図
研究所
1F

動物飼育ゾーンにおいて、各ゾーン　空調機
1台の計画となっていますが、バックアップ機
器（予備機）の考え・要否について、御指示く
ださい。

2ゾーンに対して予備機1台を見込む考
え方です。

48
M-44

～
M-52

4 機械設備資料
空調エアフ
ロー図

同空調エアフロー図に”ＦＣＵ”と記載のある
室については、水方式ファンコイルを設置す
るものとの判断を行ってよろしいでしょうか？
要求水準書73ページに記載されております、
水配管を避ける室との不整合が見受けられ
（カテーテルなど）、どちらを正とすべきかご
指示下さい。

前段については、貴見のとおりです。
後段については、隠蔽ダクトタイプ等の
対応として提案してください。

49
M-44

～
M-52

4 機械設備資料
空調エアフ
ロー図

同空調エアフロー図の温湿度条件、 小全
風量等の記載と、その他要求水準書、別添
資料１（基本計画書）に不整合がある場合
は、より具体的な別添資料２（各種技術資料）
→別添資料１（基本計画書）→要求水準書の
順に優先順位を定めるものと考えてよろしい
でしょうか？

温湿度条件、 小全風量については要
求水準書（諸室リスト）→別添資料１（基
本計画書）→別添資料２（各種技術資
料）の優先順位としてください。

50 M-46 4
空調　エアーフ
ロー図（3）

画像診断
（PET/CT）の
空調フロー

動物オペ室のみHEPAフィルタ設置としてお
り、他室系統はフィルタがないため部屋毎の
静圧が大きく異なります。動物オペ室にブー
スターファンを設置しますがよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

51 M-52 4 機械設備資料

空調
エアーフロー
図
（９）

動物飼育エリアの給気側ファン、排気側ファ
ンが、各1台ずつの記載となっていますが、
ファン故障時のバックアップの要否について
御指示ください。

バックアップ機器を必要とします。

52 M-52 4 機器設備資料
ドラチャン用給
気

「基本設計書5-4,第5章・2.2・(1)・③・５)ドラフ
トチャンバー及び安全キャビネット稼動時の
給気は外調機とは別系統にて該当室ごとに
単独排気（給気ファン共）を設けます」とありま
すが、各種技術資料M-52にあるフロー図で
は単独給気ファンの記載がありません。給気
ファンを設置すると考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

53 M-52 4
空調　エアーフ
ロー図（9）

動物飼育室系
統（SPF）の空
調フロー

給気側で室圧をコントローするシステムとして
おりますが、この場合、 低換気回数を確保
できない可能性がございますが宜しいでしょ
うか。 低換気回数を確保するのであれば、
給気風量を一定とし、排気側にPCD設置に
変更と致します。

前段については、 低換気回数は確保
するものとします。後段については、貴
見のとおりとします。

54 M-52 4
空調　エアーフ
ロー図（9）

研究棟の空調
フロー

「第5章 機械設備計画」には、ドラフトチャン
バー及び安全キャビネット稼働時の給気は、
外調機とは別系統にて、該当室ごとに単独
給気とありますが、左記ページに記載のフ
ローでは外調機とは同系統となっておりま
す。フロー図を正としてよろしいでしょうか。

単独給気ファンを設置するものとして提
案してください。

55 O-1 5
医療機器及びそ
の他関連工事リ
スト（研究所）

特別仕様につ
いて

3 RO水製造装置は仕様欄に特別仕様とあり
ますが、具体的にどういう仕様かご提示くださ
い。

別添資料2医療機器及びその他関連工
事リストによります。参考メーカーにご確
認ください。

56 1 2

医療機器及びそ
の他関連工事
【病院棟】医療機
器工事

RO水製造装置について「特別仕様」とござい
ますが、詳細内容をご教示頂きたく。

No55を参照してください。
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様式B-6　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　各種技術資料」に関する質問の回答

1. 資料名
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

57 1 13

医療機器及びそ
の他関連工事
【病院棟】医療機
器工事

クリーンベンチ内にガスの供給は必要でしょ
うか。

不要としてお考えください。

58 1 14

医療機器及びそ
の他関連工事
【病院棟】医療機
器工事

安全キャビネット内にガスの供給は必要で
しょうか。

不要としてお考えください。

59 1 16

医療機器及びそ
の他関連工事
【病院棟】医療機
器工事

ADLキッチンについて、実際にコンロ、水栓
は使用されますでしょうか。

使用を想定しておりません。

60 1 28

医療機器及びそ
の他関連工事
【研究棟】医療機
器工事

スクラバ設備の仕様詳細についてご教示下
さい。

別添資料2医療機器及びその他関連工
事リストによります。

61 2 32

医療機器及びそ
の他関連工事
【研究棟】医療機
器工事

ドラフトチャンバー関連設備の仕様詳細につ
いてご教示下さい。

別添資料2医療機器及びその他関連工
事リストによります。

62 O-3 5
医療機器及びそ
の他関連工事リ
スト（研究所）

ドラチャン用給
排気系統分け

スクラバ設備（排ガス処理装置）及びそれに
付帯する給排気ファンのトータル台数が異な
ります。系統分けの考え方を御指示くださ
い。

給気はファンは室毎、排気ファンはドラ
フトチャンバー等装置の種類及び配置
により統合する計画としていますが。機
能、耐久性、必要に応じて意匠性も考
慮して提案してください。

63 O-3 5
医療機器及びそ
の他関連工事リ
スト（研究所）

機器台数

番号12 ドラフトチャンバー(55台)の台数が諸
室リストと異なっております。諸室リスト：ドラフ
トチャンバー(51台)。諸室リストを正としてよろ
しいでしょうか。

55台を正としてお考えください。

64 O-3 5
医療機器及びそ
の他関連工事リ
スト（研究所）

要求水準書の
工事区分との
不整合

30～32は要求水準書の工事区分表には記
載されていませんが、当リストが正と考えてよ
ろしいでしょうか？

医療機器及びその他関連工事リストに
よるとお考えください。

65 O-3 5
医療機器及びそ
の他関連工事リ
スト（研究所）

医療機器台数
について

左記ページに記載の台数と、要求水準書
（諸室リスト）に記載の台数が異なります。例
えば、「-機械空調設備編-」の場合、ドラフト
チャンバー51台、クリーンベンチ6台です。諸
室リストを正と考えてよろしいでしょうか。

ドラフトチャンバー55台、クリーンベンチ
6台を正としてお考えください。

66 3～７
30
～
33

医療機器及びそ
の他関連工事
【研究棟】医療機
器工事

摘要欄に「別紙」とございますが、どの資料が
該当されますでしょうか。

「別紙」は別紙詳細の意味です。該当
する資料は別添資料1（基本設計書）の
第4章電気設備計画を参照してくださ
い。

67
7～
20

28
～
39

医療機器及びそ
の他関連工事
【病院棟】医療機
器工事

摘要欄に「別紙」とございますが、どの資料が
該当されますでしょうか。

「別紙」は別紙詳細の意味です。該当
する資料は別添資料1（基本設計書）の
第4章電気設備計画を参照してくださ
い。
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称

1 建築編

内部仕上分類表の室名欄に記載
の部屋と各部屋の仕上材の組合
せとが相違する場合は、各部屋
に記載の仕上材の組合せを優先
するものとしてよろしいでしょうか。

例：○短半減期合成実験室
→特殊実験

×内部仕上分類表 ＲＩ実験
室Ｌと特殊実験の両方に短半減
期合成実験室の記載有り

貴見のとおりです。

2 建築編

諸室リストで、「○○○の設置を想
定する」とあるものについては、明
確に本工事と明記のあるもの（例
えば、病院Ｂ１階前室のエアシャ
ワー、パスボックス）を除き、全て
別途工事としてよろしいでしょうか
（アイランド型のキッチン、集密書
架、クリーンベンチ、安全キャビ
ネット、製氷機など）。本工事とす
るものがある場合は、仕様、寸
法、参考メーカー・品番、数量を
ご指示願います。

別添資料2-5医療機器及びその
他関連工事リスト以外は別途工
事とお考えください。

3 建築編
（共
通）

（共通） （共通） （共通）

4ページ以降の備考の欄のOAフ
ロア、フリーアクセスフロアの記載
がありますが、床下がりは特記無
きOAフロアがFL－50、操作室・
CPUのOAフロアがFL－200、フ
リーアクセスフロアがFL－300とし
てよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

4 建築編 各所 各所 各所 室名称の備考

室名称の備考欄に各所「遮音」と
記載がありますが、これは間仕切
壁の「仕様」か、遮音等級等の「性
能」か、どちらかを指示していただ
けないでしょうか。

「遮音」とはTLD50程度とし、防
音とは大会議室TDL76、他の防
音はTDL64としてお考えくださ
い。

5 建築編 １～３ （共通） （共通） （共通）

内部仕上分類表の備考欄に医療
ユニット、化粧鏡、手摺等の記載
なき室には設置不要と考えてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりですが、必要と想
定される室がありましたら、提案
してください。

6 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般廊下A

壁の欄にH=950以下ﾋﾞﾆｰﾙ腰壁
財張（単層耐摩耗性）とあります
が、既製品のH=900程度の材料と
読み替えてよろしいですか。

貴見のとおりです。その他は提
案に委ねます。

7 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般廊下B

壁の欄に一部石こうボードつや有
EPとありますが、ビニルクロスとの
使い分けは自由提案としてよろし
いですか。

貴見のとおりです。

8 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般廊下B

備考欄に折上天井（間接照明）と
ありますが、光源が直接見えない
照明器具としてもよろしいでしょう
か。

意匠性、機能性、耐久性、コスト
を考慮して提案してください。

回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ
該当箇所

質問
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

9 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般病室

壁の欄にビニルクロス（差し目地）
とありますが清掃・防汚性を重視
する性能と相反する仕様になると
思われます。差し目地無しとして
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

10 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般病室

壁の欄に（一部天井まで）とありま
すが、採否・使い分けは自由提案
としてよろしいですか。

意匠性、機能性、耐久性、コスト
を考慮して提案してください。

11 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

感染防止１

廻縁、天井の欄にシールおよび
目地シールとありますが壁の欄に
は記載がありません。不要と考え
てよろしいでしょうか。

意匠性、機能性、耐久性、コスト
を考慮して提案してください。

12 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

感染防止2

廻縁の欄にシールとありますが、
天井が岩綿吸音板となっていま
す。廻縁を塩ビと読み替えてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

13 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

感染防止2

壁の欄に（外来診察室は立上り不
要）とありますが、別欄防汚室A（2
ページ）に診察室（感染）がありま
す。どちらの仕上を採用したらよ
ろしいでしょうか。

外来診察室はビニール腰壁材
貼不要と読み替えてください。

14 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般居室A

床の欄にビニル床シート 模様と
ありますが、該当する室名から小
部屋に模様貼りは考えにくく、（模
様貼り）ではなく柄入りの材料と考
えてよろしいですか。

貴見のとおりです。

15 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

一般居室B

巾木の欄に木目ビニル巾木300と
ありますが、木目の採否について
はデザインの調和を重視した自
由提案としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

16 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

放射線室

壁の欄に鉛入り石こうボードとあり
ますが、放射線防護性能を有す
る材料と読み替えてよろしいで
しょうか。

要求水準書に明記した代替方
法の要件を満たすものでない限
り、認められません。

17 建築編 1 （共通）
(1)患者利用
ゾーン

浴室

備考欄にカラン台とありますが、ど
のようなものかご指示ください。
（ 心 臓 血 管 内 科 ・ 外 科 部 門
（CCU、CCU-HCU）1階ストレッ
チャー浴室も同様）

浴室の水栓付き洗い場です。

18 建築編 1 （共通）
(2)職員専用
ゾーン

職員居室B
OAフロア

床の欄にフリーアクセスフロア、
FLに対して－50とありますが、下
欄の(操作室、CPU）－200と記載
されており、操作室およびCPUに
ついては－200と読み替えると考
えてよろしいですか。

貴見のとおりです。

19 建築編 1 一般廊下Ａ

備考欄に、飾り棚とありますが、設
置場所及び詳細をご指示願いま
す。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

20 建築編 1 一般廊下Ｂ

備考欄に、折上げ天井（間接照
明）とありますが、範囲及び詳細を
ご指示願います。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

21 建築編 1 一般廊下Ｂ

仕上げ表天井高において、ＣＨ
２，５００とＣＨ２，７００の２種類指
示されていますが使い分けが不
明です。天井高の使い分けをご
指示願います。

2,700は折上げ部を示していま
す。

22 建築編 1 職員廊下Ｂ

仕上げ表天井高において、ＣＨ
２，５００とＣＨ２，７００の２種類指
示されていますが使い分けが不
明です。天井高の使い分けをご
指示願います。

2,700はロビー、ホールとお考え
ください。

23 建築編 1
（１）患者利用ゾーン
の浴室

床磁器質タイル１について、寸法
は、３００×３００としてよろしいで
しょうか。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

24 建築編 2 （共通）
(3)その他の
ゾーン

防汚室

巾木の欄に床材立上げとあります
が、フリーアクセスフロアの場合は
ビニル巾木と読み替えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

25 建築編 2 （共通）
(3)その他の
ゾーン

売店

壁の欄に石こうボードとありますが
仕上げが不明です。仕上無しとし
てよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

26 建築編 2 （共通）
(3)その他の
ゾーン

パントリー

床の欄にビニル床シートとありま
すが、水洗いではなくモップ等に
よるふき取り清掃と考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

27 建築編 2 居室Ｅ

ビニルクロス 中級品 の商品名・
品番をご指示願います。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

28 建築編 2
３）その他のゾーン設
備室Ａ～Ｃ

壁仕上欄において、床仕上レベ
ル＋３００（８００）以上と記載ありま
すが、以下をご指示願います。
①床仕上レベルよりＨ３００又は、
Ｈ８００以上をグラスウール張りと
する意味でしょうか。ご指示願い
ます。
②上記①の場合、幅木仕上（Ｈ１
００）は床材立上げそれ以上は打
放し補修としてよろしいでしょう
か。

①300とします。
②300まで防塵塗装としてお考
えください。

29 建築編 2 設備室Ａ

遮音性について、仕様（浮床）、
性能（遮音性）をご指示願いま
す。

下階躯体と構造的に縁を切る仕
様、遮音はTDL64としてお考え
ください。

30 建築編 2 設備室Ｃ

平面図上の室名にて具体的な範
囲をご指示願います。

諸室リストを参照してください

31 建築編 3 （共通）
(4)研究所
ゾーン

（共通）

壁の欄に化粧けい酸カルシウム
板とありますが目地シールの記載
がありません。シール不要と考え
てよろしいでしょうか。

シール必要とお考えください。
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32 建築編 3 （共通）
(4)研究所
ゾーン

（共通）

床の欄にビニルシート耐薬とあり
ますが、既製品の床材から耐薬
機能を有するものを選定するもの
としてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

33 建築編 3 （４）研究所ゾーン

備考欄に排水溝、排水桝、ＳＵＳ
グレーチングの記載がある仕上
ゾーンがありますが、施工範囲が
不明です。平面図に範囲を図示
にてご指示願います。

機能性、耐久性、コストを考慮し
て提案してください。

34 建築編 4 （共通） （共通） （共通）

流し台の欄に○の記入があります
が、台数の記載無きものは1台見
込むものとしてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。L＝1,800と
し、実施設計において調整とし
てください。

35 建築編

地下２階回りの仕上げ表が不明
です。類似する地下１階の部屋仕
上げに準じてよろしいでしょうか。

諸室リストによるもの以外は類似
する他階の室仕上げに準ずるも
のとしてお考えください。

36 建築編

地下１階 器材室３、クリーン廊
下、後廊下に囲まれた前室が諸
室リストにありません。内部仕上分
類表をご指示願います。

研究所廊下Bとしてお考えくださ
い。

37 建築編

以下の部屋の仕上表をそれぞれ
ご指示願います。
①Ｂ１階～６階 中央廊下＋ラウ
ンジ
②Ｂ１階～６階 特記なき各室前
廊下・各室前前室・ＥＶホール
③Ｂ１階～５階 ＭＲは６階ＭＲと
同様（設備室Ａ）としてよろしいで
しょうか。
④Ｒ階　電気室・機械室
⑤Ｂ１階～ＲＦ　階段

①管理廊下A
②管理廊下A
③貴見のとおりです。
④設備室A
⑤別添資料1（基本設計書）2-
03仕上・材料計画を参照してく
ださい。

38 建築編 4 B1
サイクロトロ
ン

サイクロトロン室

備考の欄に（CH=2700）とあり、内
部仕上分類表-2の防汚室Bの天
井H2600と異なります。備考の欄
に記載のCH=2700を正としてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

39 建築編 4 B1
中央材料部
門

組立滅菌スペース、
前室

流し台の記入がありませんが、要
求水準書（諸室リスト）-機械衛生
設備-では同室に流し台用の水
栓が設定されています。流し台は
必要でしょうか。（他にも同様の部
屋が多数あり）

諸室リストによる。流し台の記載
のない室の水栓はなしとしてお
考えください。

40 建築編 4 Ｂ１
画像診断部
門（ＲＩ）

運用

「遮蔽性能は、GMP基準を満たす
性能とする」とありますが、「放射
線障害防止法の基準」と考えてよ
ろしいでしょうか？

貴見のとおりです。
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41 建築編 5 B1 RI（PET） CPU１、2

仕上の欄で防汚室Bの巾木は床
材立上げの仕様ですが、備考の
欄にはOAフロアとあります。OAフ
ロアー上部に帯電防止仕上のビ
ニル床シートを敷き込むのでしょ
うか。（同様の組み合わせの部屋
が複数あります。）

防汚室BでOAフロアの室は床：
ビニールタイル（帯電防止）、幅
木：ビニール幅木とするとしてお
考えください。

42 建築編 5 B1 RI（PET） CPU１、2

備考の欄に遮蔽とありますが、仕
様が不明です。ご指示ください。

遮音と読み替えてください。

43 建築編 6 B1
病理検査部
門

解剖室と感染解剖室

運用の摘要の欄にホルマリン対
策を行うとありますが、仕上材料
の選定に配慮するということでしょ
うか。ご指示願います。

換気対応のことです。

44 建築編 6 B1
病理検査部
門

標本室

摘要の欄に床納とありますが意味
が不明です。ご指示ください。

削除してください。

45 建築編 7 B1
栄養・給食部
門

将来盛付済み保管
室

備考の欄に2重床D＝200（表面
防水仕様）とありますが、床防水と
床仕上げの方法が不明です。ご
指示ください。

床：フラット防水仕上げとし、スラ
ブ下がり部にドレインを取り付け
るなど、機能を考慮する提案を
お願いします。

46 建築編 8 B1 その他 中央管理室

備考の欄に2重スラブとありますが
OAフロアと考えてよろしいでしょう
か。

2重スラブは天井とし、床はOAフ
ロアとしてお考えください。

47 建築編

１階平面図で以下の部屋がありま
すが諸室リストにありません、仕上
材の組合せは以下の通りとしてよ
ろしいでしょうか。
動物実験室部門
・ドラフト室→実験室Ａ
・受入検収室→研究洗浄
共用部
・搬入口→搬入口

受入検収室は記載があります
が、仕上げの組み合わせは貴
見のとおりです。

48 建築編 9 1
救急外来部
門

運用

摘要の欄に吹田市民病院との連
携口を設けるとありますが、建築
的な対応は不要と考えてよろしい
でしょうか。

別添資料1、7-5図に記載のとお
り、吹田連絡口とします。

49 建築編 10 1

心臓血管内
科・外科部門
（CCU、
CCU-HCU）

ｽﾀｯﾌステーション
（SS)

仕上の欄に感染防止2とあります
が、床材は摘要の欄のビニル床タ
イルを正とし、巾木の床材立ち上
げはビニル巾木と読み替えてよろ
しいでしょうか。（各病棟ｽﾀｯﾌス
テーション共通）

ビニール床タイル、幅木はビ
ニール幅木に読替えてくださ
い。壁は変更なしとします。

50 建築編 13 1 共用 待合ロビー

ニッチとありますが、設置場所及
び詳細をご指示ください。

待合室の飾り棚とし、詳細は提
案してください。

51 建築編 16 2
整理検査部
門

心磁図検査室

心磁図検査のシールド及び遮音
仕様についてご教示下さい。

提案によります。
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52 建築編 17 2
ＣＰＣ・臨床
研究部門

前室、モニター室

前室およびモニター室の摘要欄
の記載内容が、各室の内容に該
当していないように思われます。
当該2室の摘要欄は無視してもよ
ろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

53 建築編 21 3 手術部門 運用

摘要の欄に院外来院者の見学廊
下を設けることとする。とあります
が、OP1～OP４の4室について設
けるとしてよろしいでしょうか。

提案によります。

54 建築編 26 4
運営部門・医
局

図書室

摘要の欄に記載の入退ゲートは
出入口ドアにICカードリーダーを
設置するものと考えてよろしいで
しょうか。

ゲートにＩＣカードを設置するも
のとしてください。

55 建築編 32 6
脳リハビリ
テーション

練習用浴室・脱衣室

0-1-2医療機器及び関連工事リス
トに記載ありませんが、別途として
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

56 建築編 36 7
心臓リハビリ
テーション

温浴療法スペース

電話ボックス型サウナ室（遠赤外
線）を設置とありますが、別途工事
と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

57 建築編 36 7
心臓リハビリ
テーション

温浴療養スペース

電話ボックス型サウナ室（遠赤外
線）とありますが、別途工事として
よろしいでしょうか。本工事とする
場合は、設置場所及び詳細をご
指示願います。

貴見のとおりです。

58 建築編 46 10
特別室・高度
循環器ドッ
ク・治験病棟

浴室（特Ａ１床室１，
２）

浴室ユニット１６２０（グレード高）
の参考メーカー・品番をご指示願
います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

59 建築編 46 10
特別室・高度
循環器ドッ
ク・治験病棟

浴室（特Ｂ１床室１～
４）

浴室ユニット１６２０（グレード中）
の参考メーカー・品番をご指示願
います。

機能性、耐久性、意匠性、コスト
を考慮して提案してください。

60 建築編 49 B1 飼育 前室　（飼育室１３）

当該 前室のみ摘要欄に”湿度が
高いので～入らないようにする。”
との記載があります。これは、飼育
室１３の前室のみ摘要すうｒものと
し、その他の飼育室は、適用外と
解釈して宜しいのでしょうか。

摘要欄にある記述は前後の前
室と同様に「ステンレス製の扉設
置。100℃の蒸気で清掃できる
壁材とする。」とお考えください。

61 建築編 49 Ｂ１

以下の部屋の範囲を平面図にて
ご指示願います。
①飼育 飼育部門前室（５４．１６
Ｍ２）
②飼育　前廊下１（７５．３Ｍ２）
③飼育 管理廊下１（１４８．１Ｍ
２）
④飼育　管理廊下２（未記入）
⑤飼育　実験室廊下（未記入）
⑥飼育 クリーン廊下（１７３．４Ｍ
２）

③飼育 管理廊下1は管理廊下
として読替え、⑤飼育 実験室
廊下は面積を118.1M2としてお
考えください。部屋の範囲は別
添資料2（各種技術資料）-2_建
築資料-A-05_地下1階平面図を
参照してください。

62 建築編 49 Ｂ１ 飼育部門 前室他

管理廊下 とありますが、内部仕上
分類表の 管理廊下Ａ としてよろ
しいでしょうか。

貴見のとおりです。

67



様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

63 建築編 49 Ｂ１ 飼育 前室

飼育室１３～１４間前室で、摘要
欄に仕様が記載されていますが、
その他の前室と同じ仕様としてよ
ろしいでしょうか。異なる場合、仕
様をご指示願います。

貴見のとおりです。

64 建築編 51 1 飼育機材室

平面図の術前術後動物飼育室１
横の器材室としてよろしいでしょう
か。
不可の場合は、平面図にてその
場所をご指示願います。

貴見のとおりです。

65 建築編 52 1

以下の部屋の範囲を平面図にて
ご指示願います。
①飼育　前廊下１（８．７９Ｍ２）
②飼育　前廊下２（８．７９Ｍ２）
③飼育 管理廊下１（１４８．４２Ｍ
２）
④飼育 管理廊下２（３３１．１４Ｍ
２）

①飼育　前廊下１（96.67M2）
②飼育　前廊下２（80.65M2）
③飼育　管理廊下１（289.05M2）
④飼育　管理廊下２（138.01M2）
を正としてお考えください。部屋
の範囲は別添資料2（各種技術
資料）-2_建築資料-A-06_１階平
面図を参照してください。平面
図中の病院側を前廊下1、反対
側を前廊下2としてお考えくださ
い。

66 建築編 52 1 飼育
クリーンホール、オー
トクレーブ、洗浄室、
床敷き回収室

仕上欄において、動物洗浄とあり
ますが、内部仕上分類表にありま
せん。該当する仕上分類表をご
指示願います。

研究洗浄に読み替えてお考えく
ださい。

67 建築編 52 1 飼育部門 ＡＳ

以下をご指示願います。
①平面図ではありません。無しと
してよろしいでしょうか。
②上記①で必要な場合は、設置
場所をご指示願います。

貴見のとおりです。

68 建築編 53 2
トレーニング
センター

トレーニングセンター
事務室

以下をご指示願います。
①平面図ではありません。無しと
してよろしいでしょうか。
②上記①で必要な場合は、設置
場所をご指示願います。

貴見のとおりです。

69 建築編 54 2 共用 運用

共用部の運用に記載されている
内容は、該当する部屋が不明で
すので無しとしてよろしいでしょう
か。必要な場合は、設置場所をご
指示願います。

貴見のとおりです。

70 建築編 55 3
創薬オミック
ス解析セン
ター

コンプレッサーにつ
いて

コンプレッサー室にコンプレッ
サー設置とありますが、病院・研
究所双方で使用する圧縮空気設
備を、全てこのこの部屋の設備で
賄うと考えてよろしいでしょうか。

このコンプレッサー室は創薬オ
ミックス解析センターのみを賄う
ことでお考えください。

71 建築編 55 3 バイオバンク コンフォーカル

以下をご指示願います。
①平面図ではありません。無しと
してよろしいでしょうか。
②上記①で必要な場合は、設置
場所をご指示願います。

平面図における資料室2の位置
になります。室名は資料室2、仕
上げは諸室リストのままでお考
えください。
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72 建築編 56 4
研究推進支
援部門

研究員室、会議室

仕上欄において、会議室Ｂとあり
ますが、内部仕上分類表にありま
せん。該当する仕上分類表をご
指示願います。

研究室D、OAフロアでお考えく
ださい。

73 建築編 58 5
心臓生理機
能部

コールドルームの工
事範囲について

4℃を想定プレハブで対応（別途）
とありますが、断熱パネルや扉、
冷却ユニット含めて別途と考えて
よろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

74 建築編 58 5
脂質基準分
析室

脂質基準分析室

備考欄に 壁・天井吸音ボード張り
とありますが、仕上凡例は実験室
Ｗ で化粧けい酸カルシウム板で
す。化粧けい酸カルシウム板を吸
音ボード張りに読み替えるとして
よろしいでしょうか。その場合、厚
み・詳細・表面仕上をご指示願い
ます。

天井面のみ化粧石膏吸音ボー
ド（寒冷紗裏貼）とお考えくださ
い。

75 建築編
51以
降

流し台欄に〇実験とありますが、
仕様をご指示願います。

実験用流し台は別途工事で、一
次側のみ設備の準備を行うこと
として、お考えください

76
電気設備
編

共通 共通 共通 各室

医用コンセントの項目に○の付い
ている諸室のコンセントとの関係
が不明です。ご指示ください。

室内に設置するコンセントに医
療用接地が必要な室に〇を記
載しているとお考えください。

77
電気設備
編

1 B1
中央材料部
門

各室

インターホンの記載のある諸室
は、通話先の諸室についてご指
示ください。

中央材料部門においては、全て
のインターホンが相互に通話可
能なシステムとしてお考えくださ
い。

78
電気設備
編

9 1
画像診断部
門

MRI室、CT室

MRIとCT室にアイソレーション変
圧器の記載がありますが、一般的
には設置していません。用途をお
知らせください。

緊急時の医療用コンセントとして
使用します。

79
電気設備
編

52～
70

三相電源

コンセントにおいて、三相電源が
要望されておりますが、接地極付
20Aコンセントでよろしいでしょう
か。

機能性、耐久性、メンテナンス
性、コストを考慮して提案してく
ださい。

80
機械衛生
設備

56

備考欄にあるボンベ１、２、・・等と
ありますが、ボンベの種類及び容
量・本数を教えて頂けないでしょう
か。また、工事区分としては別途
工事と考えてよろしいでしょうか。

ガスボンベの本数を記載してい
ます。別途工事としてお考えくだ
さい。

81
機械衛生
設備

58
研究推進支
援部門

備考欄にある-20℃のフリーザー
は別途工事と考えてよろしいで
しょうか。本工事であれば、機器
型番若しくは機器仕様を教えて
頂けないでしょうか。

フリーザーは別途工事とします。
ただし、一次側の必要な電源・
給排水設備等はご用意くださ
い。
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

82
機械空調
設備

全般 各階 各部門
ドラフトチャンバー、
安全キャビネット、ク
リーンベンチ

諸室リストの各室に記載されてい
るドラフトチャンバー、安全キャビ
ネット、クリーンベンチの個数と、
別添資料２（各種技術資料）中Ｏ
－１の中の医療機器及びその他
関連工事リストに記載されている
個数に不整合があります。どの資
料を正とすべきでしょうか？
別添資料２（各種技術資料）に記
載されている個数が正の場合、設
置室が特定できない為、設置室
をご指示下さい。

諸室リストを正としてください。

83
機械空調
設備

B1 病理資料室

「病理資料室」に関する記述が見
当たりません。どのように室条件を
考えればよろしいでしょうか？

臓器保存室です。法的、機能的
に合致した提案としてください。

84
機械空調
設備

1 B1
画像診断部
門

サイクロトロン、ＲＩ
（PET)、ＲＩ
（SPECT）、管理諸室

表中排気の項目中、ＨＥＰＡフィ
ルタ使用欄に”ＲＩ１～ＲＩ３”の区
別がなされておりますが、これは、
ＲＩフィルターの系統を意味し、ＲＩ
フィルターの系統分けを意味する
ものでしょうか？それとも、あくまで
も排気ファンを意味するもので、Ｒ
Ｉフィルターは統合設置と考えるべ
きものでしょうか？

RIフィルターの系統分けを意味
するものとしてお考えください。

85
機械空調
設備編

1～
49

各階 各部門 各諸室

暖房の温湿度条件において、乾
球温度22℃あるいは24℃に対し
て、相対湿度50％と設定されてお
りますが、カビ等の原因となる結
露発生防止を目的に設定値に適
宜変更してもよろしいですか。

相対湿度50％はHEAS2013によ
る空調機器設計のための設計
条件値としてお考えください。

86
機械空調
設備

14 2
検体検査部
門

坑酸菌分離培養室

同 室 備 考 欄 に 、 バ イ オ セ ーフ
ティーレベル３（以下ＢＳＬ）との記
載がありますが、同室平面プラン
ではＢＳＬ３としての前室設置など
のプランにはなっておりません。
ＢＳＬ２に該当すると考えてよろし
いでしょうか。

部門協議提示参考平面図資料
に基づきBSL3と記載しました。
貴見のとおりBSL3では前室が必
要です。前室を設けて提案して
ください。

87
機械空調
設備

50等 各階 各部門
各室温湿度コント
ロール範囲

研究室において、各室の温湿度
の要求基準値は示されているが、
コントロール範囲（±△△）の記述
がありません。
変動範囲の記述がないものは、
一般的な空調と同様と考えてよい
でしょうか？

貴見のとおりです。
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

88
機械空調
設備

51他 共通 共通 共通

清浄度区分について、各種技術
資料の区分図の内容が、諸室リス
トの摘要に書かれていたり書かれ
ていなかったりします。各種技術
資料の区分図の内容を順守すれ
ばよろしいでしょうか？
・例えば諸室リストにおいて、１階
動物実験室部門についてはクラ
スの指定がほぼ特記されていま
すが、測定室だけ書かれていま
せん。区分図ではクラス10,000の
指定があります。
・また、３階創薬オミックス解析セ
ンター部門の実験室５の諸室リス
トには「他実験室よりも清浄度を
高くする」と書かれていますが、区
分図では同部門の他実験室には
清浄度の指定がありません。

諸室リストを正としてください。

ご指摘の「測定室」「実験室５」は
諸 室 リ ス ト に お い て 、 ク ラ ス
10,000の記載があります。

89
機械空調
設備

52 B1 共用 病理切片作成室

排気フード1の処理風量をご指示
ください。

実施設計において検討する事
項と考えています。法的・機能
的に合致した提案としてくださ
い。

90
機械空調
設備

52 1 飼育
クリーンホール・オー
トクレーブ・洗浄室・
床敷き回収室

仕上分類が「動物洗浄」となって
いますが、仕上分類表には存在
しません。仕上仕様をご指示くだ
さい。

研究洗浄に読み替えてお考えく
ださい。

91
機械空調
設備

53 2
予防医学疫
学情報部

カンファレンス室

仕上分類が職員居室Bですが摘
要にOAフロアと書かれていませ
ん。仕上分類表では職員居室B
は共通でOAフロアとなっていま
す。摘要にOAフロアと書かれて
いる書かれていないに関わらず、
職員居室Bの部屋はOAフロアが
必要と考えてよろしいでしょうか？

OAは不要としてください。

92
機械空調
設備

54 2 共用部 運用

「湿度が高いので・・・」は誤記で
あり、各仕上分類および摘要に記
載の内容を順守すればよいと考
えてよろしいでしょうか？

貴見のとおりです。

93
機械空調
設備

55 1 動物実験室
実験室6･7（心臓生
理機能部専有）、病
理解剖室

排気フード1の処理風量をご指示
ください。

実施設計において検討する事
項と考えています。法的・機能
的に合致した提案としてくださ
い。

94
機械空調
設備

56 B1
画像診断部
門（ＲＩ）サイ
クロトロン

標識合成室

「標識合成室」は「陽圧」「陰圧」欄
ともに○がありますが、「陰陽圧切
替」欄は空白になっています。
「陰圧」は間違えで、「陽圧」と考
えてよろしいでしょうか？

貴見のとおりです。

95
機械空調
設備

56 4
研究推進支
援部門

研究員室・会議室

仕上分類が「研究室B」となってい
ますが、「研究室D」が正でしょう
か？

貴見のとおりです。

96
機械空調
設備

56 4
画像診断医
学部

研究員室

「20人の収容を想定」とあります
が、これ以外の研究員室の収容
人数をご指示ください。

提案によります。
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様式B-7　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　諸室リスト」に関する質問の回答

想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

97
機械空調
設備

57 2 知的資産部 調理室

排気フード1の処理風量はミニ
キッチン程度の排気風量と考えて
よろしいでしょうか。

実施設計において検討する事
項と考えています。法的・機能
的に合致した提案としてくださ
い。

98
機械空調
設備

60 3
創薬オミック
ス解析セン
ター

コンプレッサー室

想定コンプレッサの容量及び方
式（空冷or水冷）を御指示くださ
い。またはメーカー品番をご指示
ください。

コンプレッサー機器は本セン
ターで別途調達します

99
機械空調
設備

65 5 病態代謝部 培養室

排気フード1の処理風量をご指示
ください。

提案によります。

100
機械空調
設備

65 5・6

病態代謝
部、分子生
理部、細胞
生物学部、
分子薬理
部、

培養室

「培養対象保護のための清浄度
条件があれば要確認」とあります。
基本設計書５－７にも記載があり
ませんが、一般清潔区域と同程
度と考えてよろしいでしょうか。

清潔区域としてお考えください。

101
機械空調
設備編

68 6 共用部 低温実験室

低温実験室は4℃となっておりま
す。工事範囲をコールドルームと
同様としますがよろしいでしょう
か。

諸室リストの機械空調設備編を
正としてお考えください。（別途
プレハブ仕様）

102 機械編 51 B1 飼育
器材室１～6
　計6室

空調設備 備考欄に、"HEPAフィ
ルター”と記載がありますが、これ
は何を指し示すのでしょうか。

当 該 室 の 空 調 吹 き 出 し 口 に
HEPAフィルターを設置するもの
としてお考えください。

103 機械編 52 B1 飼育 保管庫（飼料）

室内温湿度条件が、”－”、”－”と
記載がありますが、飼料保管の部
屋と思われるため、温度20℃程
度、湿度 成行 と判断して宜し
いでしょうか。

貴見の通りとしますが、実施設
計において詳細協議する事項と
お考えください。

104 給排水編 46 B1 特殊実験室
RI合成実験室、他
　計7室

医療ガスの　窒素を供給する計画
となっています。一覧表左上部に
共通項目として、”医療ガスのう
ち、酸素、空気、吸引、炭酸ガス
は中央式配管にて実装。その他
はボンベ対応とするが、”との記載
があります。当該室の医療ガス窒
素配管は中央式配管からの供給
と解釈して宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

105 給排水編 53 2
予防医学疫
学情報部

冷凍保管庫

医療ガスの　窒素を供給する計画
となっています。一覧表左上部に
共通項目として、”医療ガスのう
ち、酸素、空気、吸引、炭酸ガス
は中央式配管にて実装。その他
はボンベ対応とするが、”との記載
があります。当該室の医療ガス窒
素配管は中央式配管からの供給
と解釈して宜しいでしょうか。

当該室は液体窒素とし、中央配
管から供給とします。

106 給排水編 54 2 臨床研究部
室長室１、２
　計2室

医 療 ガ ス の そ の 他 の 項 目 に
"NO"との記載があります。これ
は、ボンベ対応とし、配管・ボンベ
は見積対象外と解釈して宜しい
でしょうか。

貴見のとおりです。
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想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

107 給排水編 56 3
創薬オミック
ス解析セン
ター

実験室１～４、５
　計5室

備考欄に、ボンベ２、ボンベ１、ボ
ンベ２、ボンベ１、ボンベ４との記
載があります。これは何を示すの
でしょうか。また、配管・ボンベの
所掌区分について御指示くださ
い。

ボンベ本数になります。別途工
事としてお考えください。

108 給排水編 58 4
研究推進支
援部門

細胞実験室１、２
計2室

名称空欄部分に、実験流し(別途
工事）、特殊排水（要中和処理）、
医療ガス（組数、炭酸ガス、その
他O2）が各１との記載があります。
これは、細胞実験室１、２の欄に
数値があるものと解釈して宜しい
でしょうか。

貴見のとおりです。

109 給排水編 61 5
血管生理学
部

実験室１、２、暗室
　計3室

医療ガスの　窒素を供給する計画
となっています。一覧表左上部に
共通項目として、”医療ガスのう
ち、酸素、空気、吸引、炭酸ガス
は中央式配管にて実装。その他
はボンベ対応とするが、”との記載
があります。当該室の医療ガス窒
素配管は中央式配管からの供給
と解釈して宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

110 給排水編 61 5
脂質基準分
析室

脂質基準分析室

医療ガスの　窒素を供給する計画
となっています。一覧表左上部に
共通項目として、”医療ガスのう
ち、酸素、空気、吸引、炭酸ガス
は中央式配管にて実装。その他
はボンベ対応とするが、”との記載
があります。当該室の医療ガス窒
素配管は中央式配管からの供給
と解釈して宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

111 給排水編 64 6
分子生物学
室

培養実験室１、２
　計2室

医療ガスの 炭酸ガスの項目に”
ボンベ３"との記載があります。こ
れは、ボンベ対応とし、配管・ボン
ベは見積対象外と解釈して宜し
いでしょうか。

貴見のとおりです。

112 給排水編 65 6 生化学部 実験室１

備考欄に、”酸素ボンベ１”との記
載があります。これは何を示すの
でしょうか。また、配管・ボンベの
所掌区分について御指示くださ
い。

ボンベ本数になります。別途工
事としてお考えください。

113 給排水編 65 6 分子薬理部
機器室、前室、実験
室2,3　計4室

備考欄に、ボンベ２、ボンベ２、ボ
ンベ２との記載があります。これは
何を示すのでしょうか。また、配
管・ボンベの所掌区分について
御指示ください。

ボンベ本数になります。別途工
事としてお考えください。

114 給排水編 65 6 共用部 低温実験室

備考欄に、ボンベ１との記載があ
ります。これは何を示すのでしょう
か。また、配管・ボンベの所掌区
分について御指示ください。

ボンベ本数になります。別途工
事としてお考えください。

115 給排水編 66 6 共用部
凍結乾燥室、測定機
器室、ドラフト室

備考欄に、ボンベ３、ボンベ２、ボ
ンベ１との記載があります。これは
何を示すのでしょうか。また、配
管・ボンベの所掌区分について
御指示ください。

ボンベ本数になります。別途工
事としてお考えください。
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想定階 部門 名称
回答資料名No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
質問

116 職員更衣

諸室リストに２階「職員更衣」室の
記載がありませんので、記載をお
願いします。

仕上げは「職員居室C」、面積は
178.21㎡としてお考えください。

117

放射線を使用する全室の放射
シールド仕様についてご教示下
さい。

提案によります。

118

MRI室、脳波・筋電室のシールド
及び遮音仕様についてご教示下
さい。

提案によります。

119

諸室リストの床面積は、機能的に
問題なければ多少の増減は可能
と判断してよろしいでしょうか？

要求水準書に明記した代替方
法の要件を満たすものでない限
り、認められません。

120

床を補強する必要のある書架、医
療機器等の荷重条件をご教示下
さい。

貴見のとおりですが、実施設計
において要確認、協議としま
す。
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様式B-8　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　基本協定書（案）」に関する質問の回答

条 項 号

1 1 2 2 発注者の要望事項

「発注者の要望事項」とは具体的に想定さ
れている要望事項があるのでしょうか。具
体的な事項がありましたらお示しください。

現時点では具体的な事項は想定されて
おりませんが、必要応じ、要望を行わせ
て頂く可能性があります。

2 3 4 1 1
事業契約書の不締結
及び損害賠償等

「ト」の記載内容に、　（六に該当する場合
を除く。）とありますが、（六）の条項が見当
たりません。（六）の内容についてお示しい
ただけますでしょうか。

「六」は、「へ」の誤記ですので修正させ
て頂きます。

3 3 4 2 違約金

「落札者は請負代金額の十分の一に相当
する額を違約金」とありますが、第四条第1
項四号に、「入札公告等に記載された応
募者の参加資格要件を満たさず又は応募
者の制限に抵触した場合」とあります。入
札説明書の応募者の制限（オ）（入札説明
書9ページ）には、「提出期限の日から開
札の時までに指名停止を受けていないこ
と」との記載がありますが、開札日以降はこ
の条項は適用されないとの理解でよろしい
でしょうか。

指名停止などを受けていないことが応募
者の参加資格要件である以上、事業契
約締結の前提であるとも考えておりま
す。従いまして、第四条第1項第四号に
おいては、開札日以降事業契約締結前
までに指名停止を受けた場合も含む趣
旨であり、違約金に関する第四条第2項
も適用する趣旨です。誤解のないよう、
文言を修正致します。

4 3 4 3 5
事業契約書の不締結及
び損害賠償等について

「第一項第九号に該当したとき」とあります
が、本条に第一項第九号がありません。こ
れが何を指すか教えていただけないでしょ
うか。

「第一項第九号に該当したとき」とあるの
は「第一項第三号に該当したとき」の誤
記ですので修正させて頂きます。

5 3 4 5 項の表示について

「項5」と記載がありますが、「項4」がありま
せん。項5は、正しくは項4との理解でよろ
しいでしょうか。もしくは、項4は別に存在
するのでしょうか。

ご指摘のとおり4項の誤記ですので修正
させて頂きます。

回答質問No ﾍﾟｰｼﾞ タイトル
該当箇所
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様式B-9　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　事業契約書（案）」に関する質問の回答

条 項 号

1 受注者の考え

本事業契約書案を見る限り、建設企業
（代表企業）と設計企業（協力企業）の
グループが落札者となった場合は、事
業契約書の受注者の地位に協力企業
も含まれ、協力企業は第6条の「第三
者」には該当しないものと判断しますが
よろしいでしょうか。

ご指摘のとおりです。その場合、建設企
業と設計企業共に受注者としての事業
契約書上の全ての義務を負って頂くこと
になります。

2 2 1 2 契約書類

「提案書類の記載内容のうち、要求水
準書の定める基準、水準等を超える部
分」とありますが、定義が不明です。定
義についてご教示ください。

定義上、要求水準書は入札公告等に含
まれており、第1条の2では第2順位となり
ます。一方で、提案書類の記載内容
は、第1条の2においては、原則第3順位
となります。しかしながら、本件において
は提案書類において、要求水準書を上
回る内容のご提案を事業者から頂くこと
が期待されております。かかるご提案が
なされた場合には、提案書類中の当該
部分の記載については、要求水準書と
同順位の取扱いを受けるという趣旨で
す。

3 7 12 5 設計図書の変更

「受注者は、発注者から当該通知を受
領した後14日以内に、発注者に対して
かかる設計図書等の変更に伴い発生す
る費用、事業期間又は工程の変更の有
無等の検討結果を報告しなければなら
ない。」とありますが、変更内容によって
は14日以内の報告が不可能な場合が
あり得ます。「14日以内」との記載を「基
本的に14日以内」と変更していただけな
いでしょうか。

ご要望を踏まえ、第12条の5に下記の赤
字下線部分を追記させていただきます。
「発注者は、必要があると認めるときは、
受注者に対して、変更内容を通知して、
設計図書等の変更を求めることができ
る。この場合において、受注者は、発注
者から当該通知を受領した後14日以内
に、発注者に対してかかる設計図書等
の変更に伴い発生する費用、事業期間
又は工程の変更の有無等の検討結果を
報告しなければならない。但し、当該変
更内容の性質上、14日以内の報告が不
可能であると認められる場合には、双方
協議のうえ、当該報告のための期間を
延長できるものとする。発注者は、この
契約に別途の定めがある場合を除き、
発注者の責めに帰すべき事由により、設
計図書等が変更される場合には、事業
期間、若しくは請負代金額を変更し、又
は受注者に損害を及ぼしたときは必要
な費用を負担しなければならない。」

4 7 12条の5 設計図書等の変更

センターからの要望等による事由も「発
注者の責めに帰すべき事由」に含まれ
るとの理解でよろしいでしょうか。

本事業においては、現場ニーズの反映
等のために、今後も設計等の変更がな
されることが想定されております。そこで
特約事項第2条においては、当センター
からの要望等によって設計費や建設費
の増額が見込まれる場合であっても、当
該増額分についての減額提案を行う受
注者の努力義務が規定されております。
従いまして、受注者においてかかる努力
を果たしていただいたうえで、なお増額
が不可避の場合には第12条の5に基づ
き発注者側の負担となるものの、一方
で、受注者においてかかる努力を果たし
ていただけていない場合には、その範
囲において第12条の5に基づく「発注者
の責めに帰すべき事由」ではないものと
して、発注者側の負担対象外となりま
す。

回答No ﾍﾟｰｼﾞ
該当箇所

タイトル 質問
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様式B-9　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　事業契約書（案）」に関する質問の回答

条 項 号
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

5 7 12 6 建設工事

建設工事は、第12条の4にて定められ
た「実施設計図書」に基づいて行うもの
と考えますが、別紙1「定義（9）」に定め
られた「提案書類等」には該当しないと
思われ、本条に実施設計図書は含まれ
ておりません。実施設計図書と本条項
の関係をご教示下さい。

第12条の6においては、建設業務にお
いても入札公告等や提案書類を順守す
る義務があることを明示したものであり、
実施設計図書を排除する趣旨ではあり
ません（第17条においても実施設計へ
の適合を必要としていることは明らかで
す）。誤解のないよう、第12条の6に実施
設計図書を追記致します。

6 12 22 1 事業期間の短縮等

「発注者は、特別の理由により事業期間
を短縮する必要があるときは、事業期間
の短縮変更を受注者に請求することが
できる。」とございますが、具体的にどの
ような事態を想定されているのでしょう
か。また、事業期間を変更するための工
法の変更等は協議に応じていただける
との理解でよろしいでしょうか。

具体的な事態は想定されておりません
が、例えば、当センターの当初予定以
前の開業が公益上必要不可欠となった
ような場合が考えられます。協議等につ
いては必要な場合には応じさせて頂く
予定ですが、できる限り受注者にても努
力を頂くことが期待されます。

7 13 25 2 （1） その他のリスク分担

「本事業に直接関係する法制度」の記
載に関し、直接関係する法制度に建築
基準法のような個別具体な法制度が含
まれるのはもちろん、民法等法制度の
根幹となる法制度も含まれるとの解釈で
よろしいでしょうか。

「本件事業に直接関係する法制度」に
含まれるかは、当該法制度の内容に応
じて個別具体的に判断されますが、民
法等の本事業の内容と関係なく広く適
用のある法令については含まれないも
のと考えております。建築基準法等につ
いても、これが含まれるかは個別具体的
に判断されます。

8 13
25の

2
4 その他のリスクの分担

第2項第（4）号に該当する場合、生じた
費用は受注者負担となっていますが、
受注者が善良な管理者の注意義務を
払っても通常避けることのできない第三
者損害等、第28条（第三者に及ぼした
損害）で発注者負担に該当する内容に
ついて生じた費用は発注者負担と解釈
してよろしいでしょうか。

受注者には、自らの責任と費用で受注
業務に関し近隣住民の理解をいただい
たうえで、良好な関係を維持しつつ、こ
れを遂行していただくことが期待されて
おります。かかる趣旨に鑑み、第25条の
2第1項（４）号以外の事項に関する住民
反対運動、訴訟については、第25条の2
第2項第(4)号に基づき受注者に負担頂
くことになります。

9 14 27 一般的損害

発注者が別途発注により損害が生じた
場合は、発注者が費用負担するとの理
解でよろしいでしょうか。

第27条に規定される損害については、
発注者の責に帰すべき事由により生じ
たものについては発注者が負担すること
になりますが、ご指摘のように発注者が
別途発注を行ったケースがこれに該当
するかは、個別具体的なケースによるも
のと考えます。

10 16 32 請負代金の支払い

「受注者は、～、発注者に対して支払う
ものとする。」とありますが、「発注者は、
～、受注者に対して支払うものとする。」
の誤謬でしょうか。その場合、文言を修
正して頂けないでしょうか。

ご指摘のとおりですので、修正いたしま
す。

11 19 41 1 瑕疵担保

瑕疵は、入札公告等、提案書類又は設
計図書等に適合しない場合を含むがこ
れらに限られないとされていますが、「こ
れらに限られない」とはどのような場合を
想定していますか。

民法その他の適用ある法令において
「瑕疵」に該当すると判断される場合を
想定しております。

12 21 43の3
不可抗力があった場合
の解除等

第29条（不可抗力による損害）第3項に
おいて、不可抗力損害による費用の取
扱いは規定されていますが、第43条の3
に基づき契約解除となった場合の取扱
いが規定されていません。第29条と同
様、契約解除に伴う受注者の損害は、
発注者に請求することができますでしょ
うか。

不可効力による損害を発注者が負担す
るのは第29条第3項の規定に基づく場
合に限定させていただいております。
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様式B-9　「国立循環器病研究センター移転建替整備事業　事業契約書（案）」に関する質問の回答

条 項 号
回答No ﾍﾟｰｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

13 21 44 1 4
発注者の解除権、違約
金及び賠償金請求権

「前（3）号」とありますが、「前3号」（（1）
～（3）すべてを指す）との解釈でよろし
いでしょうか。

ご指摘のとおりです。誤解のないよう、記
載ぶりを修正いたします。

14 27 2
設計費・建設費の増加
に伴う減額提案

設計業務又は建設工事に関して減額
提案を行った結果、残った設計費及び
建設費の増額分は、第12条の5に基づ
き発注者にご負担いただけるとの理解
でよろしいでしょうか。

No４を参照してください。

15 29
別紙

3
1

支払スケジュールの概
略

概略に記載されたケースでは、支払時
期（請求予定年月）が各年3月ですか
ら、発注者の部分払いは翌々月末、す
なわち5月となります。これに関し、支払
時期（請求予定年月）を各年1月、発注
者の部分払いを3月末とするスケジュー
ルに変更することなど、検討の余地はご
ざいますでしょうか。

貴見のとおりです。
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