
平成24年8月21日

資料名 最終更新 8月21日公表 最終版ファイル名

入札説明書 履歴版_ 8月15日公表_ 8月15日改訂版 nyuusatu_v8.pdf

　入札説明書添付様式1～7（8，9）（10,11） 改訂版_ 8月2日公表_ ※8月2日公表分参照 nyuusatu_yousiki_v7.xls

資料1 業務要求水準書（Ⅰ総則） 履歴版_ 7月18日公表_ 7月18日改訂版 suijun1_v4.pdf

資料1 業務要求水準書（Ⅱ施設整備編） 履歴版_ 8月15日公表_ 8月15日改訂版 suijun2_v8.pdf

資料1 業務要求水準書（Ⅲ維持管理・利便サービス業務編） 履歴版_ 8月2日公表_ 8月2日改訂版 suijun3_v7.pdf

資料2 落札者決定基準 履歴版_ 7月18日公表_ 7月18日改訂版 senteikijyun_v4.pdf

資料3 様式集及び記載要領 改訂版_ 8月15日公表_ ※8月15日公表分参照 yousikisyuyousiki_v8.doc

 様式集及び記載要領 履歴版_ 8月15日公表_
※内容は、改訂版（ワード形式）

と同じ
yousikisyuyousiki_v8r.pdf

 様式集及び記載要領様式 改訂版_ 8月15日公表_ ※8月15日公表分参照 yousikisyu_v8.xls

資料4 基本協定書（案） 履歴版_ 7月18日公表_ 7月18日改訂版 kyotei_v4.pdf

資料5 事業契約書（案） 履歴版_ 8月2日公表_ 8月2日改訂版 keiyaku_v7.pdf

・付属資料 １ 面積表 履歴版_ 7月9日公表_ 7月9日改訂版 fuzoku1_v3.pdf

・付属資料 ２ 諸室シート 履歴版_ 8月2日公表_ 8月2日改訂版 fuzoku2_v7.pdf

・付属資料 ３ 現況測量図（PDF形式のファイル） 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 fuzoku3.pdf

・付属資料 ３ 現況測量図（DXF形式のファイル） ※４月１３～１７日配布 付属資料３：現況測量図.dxf

・付属資料 ４ 敷地境界図（PDF形式のファイル） 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 fuzoku４.pdf

・付属資料 ４ 敷地境界図（DXF形式のファイル） ※４月１３～１７日配布 付属資料４：敷地境界図.dxf

・付属資料 ５ 参考土地利用計画図 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 fuzoku5.pdf

・付属資料 ６ 参考連絡通路計画図 改訂版_ 3月13日公表_ ※3月13日公表分参照 fuzoku6_v1.pdf

・付属資料 ７ 供給処理施設整備状況図 改訂版_ 7月18日公表_ ※7月18日公表分参照 fuzoku7_v4r.pdf

・付属資料 ８ 防災行政無線概要書 改訂版_ 3月13日公表_ ※3月13日公表分参照 fuzoku8_v1.pdf

・付属資料 ９ 手術部門空気環境基準表 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 fuzoku9.pdf

・付属資料 １０ 調理機器等リスト 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 fuzoku10.pdf

・付属資料 １１ 調達・移転備品等リスト

・付属資料 １２ 大型医療機器等リスト

入札説明書及び資料、付属資料、参考資料の改訂履歴一覧表
・入札説明書関係資料の改訂履歴は下記の通りです。
・網掛け部分の資料は新たに公表したファイル（内容は、最終更新日に公表している履歴版と同じ）です。
・その他の資料は、最終更新日に公表している改訂版を参照して下さい。

８月２０，２１日配布 付属資料11、12（※5）
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資料名 最終更新 8月21日公表 最終版ファイル名

・参考資料 １ 撤去予定建物配置図 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou1.pdf

・参考資料 ２－１ 既存地質調査報告書（抜粋） 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou2_1.pdf

・参考資料 ２－２ 既存地質調査報告書 参考資料２－２（※３）

・参考資料 ３ 参考計画図 参考資料 ３：参考計画図.pdf

・参考資料 ４－１ 大阪城跡発掘調査報告書Ⅰ（抜粋） 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou4_1.pdf

・参考資料 ４－２ 発掘調査範囲想定図 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou4_2.pdf

・参考資料 ４－３ 発掘調査想定工程表 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou4_3.pdf

・参考資料 ５ 現況情報システム概要 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou5.pdf

・参考資料 ６ 現況放射性同位元素使用量 公表版_ 11月22日公表_ ※11月22日公表分参照 sankou6.pdf

・参考資料 ７ 動物実験エリア気圧勾配概念図 改訂版_ 3月13日公表_ ※3月13日公表分参照 sankou7_v1.pdf

・参考資料 ８ 業務運営計画書（案） 履歴版_ 7月18日公表_ 7月18日改訂版 sankou8_v4.pdf

 ・参考資料９　参考とする現成人病センターの委託業務仕様書等
(平成23年11月22日公表時は、「要求水準書(案)（Ⅲ維持管理・利便サービス業
務編)参考資料」）

履歴版_ 7月9日公表_ 7月9日改訂版 sankou9_v3.pdf

・参考資料 9-10 大阪府立成人病センター防災マニュアル 公表版_ 7月9日公表_ ※7月9日公表分参照 bosai.pdf

・参考資料 １０　平成２２年度成人病センター電気・ガス・水道他使用実績 履歴版_ 7月18日公表_ 7月18日改訂版 sankou10_v4.pdf

・参考資料１１ 共同駐車場計画概要 公表版_ 7月18日公表_ ※7月18日公表分参照 sankou11_v4.pdf

・参考資料１２ 平成22年度成人病センター施設使用料 公表版_ 7月18日公表_ ※7月18日公表分参照 sankou12_v4.pdf

業務要求水準書（案）付属資料・参考資料の変更箇所一覧 公表版_ 3月13日公表_ ※3月13日公表分参照 ichiran_v1.pdf

実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する
質問等への回答

公表版_3月13日公表_ ※3月13日公表分参照 kaito1.pdf

入札説明書等に対する個別対話の結果 公表版_7月9日公表_ ※7月9日公表分参照 taiwakekka.pdf

入札説明書等に対する質問等への回答 公表版_7月18日公表_ ※7月18日公表分参照 kaito_v4.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機
器等リスト）に対する質問等への回答

改訂版_7月23日公表_ ※7月23日公表分参照 bettohaifukaito_v6.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機
器等リスト）に対する質問等への回答の正誤表

公表版_ 7月23日公表_ ※7月23日公表分参照 seigohyo_v6.pdf

入札説明書等に対する再質問等への回答 公表版_8月2日公表_ ※8月2日公表分参照 kaito_v7.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機
器等リスト）に対する再質問等への回答

公表版_ 8月15日公表_ ※8月15日公表分参照 bettohaifukaito_v8.pdf

※４月１３～１７日配布

※４月１３～１７日配布
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　が最終版です

件名 ファイル 最終版ファイル名

入札説明書 PDF nyuusatu.pdf 公表 nyuusatu_v4r.pdf 履歴 nyuusatu_v7r.pdf 履歴 nyuusatu_v8r.pdf 履歴 nyuusatu_v8.pdf 改訂 nyuusatu_v8.pdf

　入札説明書添付様式1～7（8，9）（10,11） EXELL nyuusatuyousiki.xls 公表 nyuusatu_yousiki_v4.xls
No.8-9

追加
nyuusatu_yousiki_v7.xls

No.10-
11追加

nyuusatu_yousiki_v7.xls

資料1 業務要求水準書（Ⅰ総則） PDF suijun1.pdf 案公表
suijun1_v1.pdf
suijun1_v1r.pdf

案改訂
案履歴

suijun1_v2.pdf
内容変
更なし

suijun1_v3r.pdf 履歴 suijun1_v4r.pdf 履歴 suijun1_v4.pdf 改訂 suijun1_v4.pdf

資料1 業務要求水準書（Ⅱ施設整備編） PDF suijun2.pdf 案公表
suijun2_v1.pdf
suijun2_v1r.pdf

案改訂
案履歴

suijun2_v2.pdf
内容変
更なし

suijun2_v3r.pdf 履歴 suijun2_v4r.pdf 履歴 suijun2_v7r.pdf 履歴 suijun2_v8ｒ.pdf 履歴 suijun2_v8.pdf 改訂 suijun2_v8.pdf

資料1 業務要求水準書（Ⅲ維持管理・利便サービス業務編） PDF suijun3.pdf 案公表
suijun3_v1.pdf
suijun3_v1r.pdf

案改訂
案履歴

suijun3v2.pdf
内容変
更なし

suijun3_v3r.pdf 履歴 suijun3_v4r.pdf 履歴 suijun3_v7r.pdf 履歴 suijun3_v7.pdf 改訂 suijun3_v7.pdf

資料2 落札者決定基準 PDF senteikijyun.pdf 公表 senteikijyun_v4r.pdf 履歴 senteikijyun_v4.pdf 改訂 senteikijyun_v4.pdf

資料3 様式集及び記載要領 WORD yousikisyu.doc 公表 yousikisyuyousiki_v4.doc 改訂 yousikisyuyousiki_v7.doc 改訂 yousikisyuyousiki_v8.doc 改訂 yousikisyuyousiki_v8.doc

様式集及び記載要領（変更履歴版） PDF yousikisyuyousiki_v4r.pdf 履歴 yousikisyuyousiki_v7r.pdf 履歴 yousikisyuyousiki_v8r.pdf 履歴 yousikisyuyousiki_v8r.pdf

様式集及び記載要領様式 EXELL yousikisyu.xls 公表 yousikisyuyousiki_v4.xls 改訂 yousikisyu_v7.xls 改訂 yousikisyu_v8.xls 改訂 yousikisyu_v8.xls

資料4 基本協定書（案） PDF kyotei.pdf 公表
kyotei_v1.pdf
kyotei_v1r.pdf

改訂
履歴

kyotei_v4r.pdf 履歴 kyotei_v4.pdf 改訂 kyotei_v4.pdf

資料5 事業契約書（案） PDF keiyaku.pdf 公表
keiyaku_v1.pdf
keiyaku_v1r.pdf

改訂
履歴

keiyaku_v2.pdf
keiyaku_v2r.pdf

改訂
履歴

keiyaku_v3r.pdf 履歴 keiyaku_v4r.pdf 履歴 keiyaku_v7r.pdf 履歴 keiyaku_v7.pdf 改訂 keiyaku_v7.pdf

・付属資料 １ 面積表 PDF fuzoku1.pdf 公表 fuzoku1_v1.pdf 改訂 fuzoku1_v3r.pdf 履歴 fuzoku1_v3.pdf 改訂 fuzoku1_v3.pdf

・付属資料 ２ 諸室シート PDF fuzoku2.pdf 公表 fuzoku2_v1.pdf 改訂 fuzoku2_v3r.pdf 履歴 fuzoku2_v4r.pdf 履歴 fuzoku2_v7r.pdf 履歴 fuzoku2_v7.pdf 改訂 fuzoku2_v7.pdf

・付属資料 ３ 現況測量図（PDF形式のファイル） PDF fuzoku3.pdf 公表 fuzoku3.pdf

・付属資料 ３ 現況測量図（DXF形式のファイル） DXF 付属資料３：現況測量図.dxf 配布 現況測量図.dxf

・付属資料 ４ 敷地境界図（PDF形式のファイル） PDF fuzoku4.pdf 公表 fuzoku4.pdf

・付属資料 ４ 敷地境界図（DXF形式のファイル） DXF 付属資料４：敷地境界図.dxf 配布 敷地境界図.dxf

・付属資料 5 参考土地利用計画図 PDF fuzoku５.pdf 公表 fuzoku５.pdf

・付属資料 ６ 参考連絡通路計画図 PDF fuzoku6.pdf 公表 fuzoku6_v1.pdf 改訂 fuzoku6_v1.pdf

・付属資料 ７ 供給処理施設整備状況図 PDF fuzoku7.pdf 公表 fuzoku7_v4r.pdf 改訂 fuzoku7_v4r.pdf

・付属資料 ８ 防災行政無線概要書 PDF fuzoku8.pdf 公表 fuzoku8_v1.pdf 改訂 fuzoku8_v1.pdf

・付属資料 ９ 手術部門空気環境基準表 PDF fuzoku9.pdf 公表 fuzoku9.pdf

・付属資料 １０ 調理機器等リスト PDF fuzoku10.pdf 公表 fuzoku10.pdf

・付属資料 １１ 調達・移設備品等リスト EXELL 付属資料１１（※１） 配布

・付属資料 １２ 大型医療機器等リスト EXELL 付属資料１２（※２） 配布

・参考資料 １ 撤去予定建物配置図 PDF sankou1.pdf 公表 sankou1.pdf

・参考資料 ２－１ 既存地質調査報告書（抜粋） PDF sankou2_1.pdf 公表 sankou2_1.pdf

・参考資料 ２－２ 既存地質調査報告書 PDF 参考資料２－２（※３） 配布 参考資料２－２(※３)

・参考資料 ３ 参考計画図 PDF 参考資料 3：参考計画図.pdf 配布 参考資料３参考計画図.pdf

・参考資料 ４－１ 大阪城跡発掘調査報告書Ⅰ（抜粋） PDF sankou4_1.pdf 公表 sankou4_1.pdf

・参考資料 ４－２ 発掘調査範囲想定図 PDF sankou4_2.pdf 公表 sankou4_2.pdf

・参考資料 ４－３ 発掘調査想定工程表 PDF sankou4_3.pdf 公表 sankou4_3.pdf

・参考資料 ５ 現況情報システム概要 PDF sankou5.pdf 公表 sankou5.pdf

・参考資料 ６ 現況放射性同位元素使用量 PDF sankou6.pdf 公表 sankou6.pdf

・参考資料 ７ 動物実験エリア気圧勾配概念図 PDF sankou7.pdf 公表 sankou7_v1.pdf 改訂 sankou7_v1.pdf

・参考資料 ８ 業務運営計画書（案） PDF sankou8.pdf 公表 sankou8_v1.pdf 改訂 sankou8_v3r.pdf 履歴 sankou8_v4r.pdf 履歴 sankou8_v4.pdf 改訂 sankou8_v4.pdf

 ・参考資料９　参考とする現成人病センターの委託業務仕様書等
(平成23年11月22公表時は、「要求水準書(案)（Ⅲ維持管理・利便サービス業務編)参考資料」）

PDF sankou9.pdf 公表※ sankou9_v1.pdf
改訂・
資料名
変更

sankou9_v2.pdf 改訂 sankou9_v3r.pdf 履歴 sankou9_v3.pdf 改訂 sankou9_v3.pdf

・参考資料 9-10 大阪府立成人病センター防災マニュアル PDF bosai.pdf 公表 bosai.pdf

・参考資料１０ 平成２２年度成人病センター電気・ガス・水道他使用実績 PDF sankou10_v1.pdf 公表 sankou10_v4r.pdf 履歴 sankou10_v4.pdf 改訂 sankou10_v4.pdf

・参考資料１１ 共同駐車場計画概要 PDF sankou11_v4.pdf 公表 sankou11_v4.pdf

・参考資料１２ 平成22年度成人病センター施設使用料 PDF sankou12_v4.pdf 公表 sankou12_v4.pdf

業務要求水準書（案）付属資料・参考資料の変更箇所一覧 PDF ichiran_v1.pdf 公表 ichiran_v1.pdf

実施方針、業務要求水準書（案）、基本協定書（案）、事業契約書（案）に対する質問等へ
の回答

PDF kaito1.pdf 公表 kaito1.pdf

入札説明書等に対する個別対話の結果 PDF taiwakekka.pdf 公表 taiwakekka.pdf

入札説明書等に対する質問等への回答 PDF kaito_v4.pdf 公表 kaito_v4.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機器等リスト）に対す
る質問等への回答

PDF bettohaifu_kaito_v5.pdf 公表 bettohaifukaito_v6.pdf 改訂 bettohaifukaito_v6.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機器等リスト）に対す
る質問等への回答の正誤表

PDF seigohyo_v6.pdf 公表 seigohyo_v6.pdf

入札説明書等に対する再質問等への回答 PDF kaito_v7.pdf 公表 kaito_v7.pdf

別途配布資料（付属資料１１ 調達・移設備品等リスト、付属資料１２ 大型医療機器等リスト）に対す
る再質問等への回答

PDF bettohaifukaito_v8.pdf 公表 bettohaifukaito_v8.pdf

※：参考資料９は、平成24年3月13日に「業務要求水準書(案)（Ⅲ　維持管理・利便サービス業務編）参考資料」から「参考とする現成人病センターの委託業務仕様書等」へ資料名を変更

H24.4.13～17

付属資料１１、１２（※４）

H24.7.20 H24.7.30,31 H24.8.21H24.8.2 H24.8.20,21

付属資料11，12（※5） 配布 付属資料11,12（※5）配布

H24.3.13H23.11.22 H23.12.8 H24.8.15H24.3.30 H24.7.18H24.7.9 H24.7.23
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・調達・移設備品等リストについて
・調達・移設備品等リスト記載に関する注意事項.pdf
・付属資料11－１ 　  調達・移設備品等リスト（病院・外来部門）.xls
・付属資料11－２ 　  調達・移設備品等リスト（病院・病棟部門）.xls
・付属資料11－３ 　  調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門①）.xls
・付属資料11－４   　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門②）.xls
・付属資料11－５ 　  調達・移設備品等リスト（病院：手術部門）.xls
・付属資料11－６ 　  調達・移設備品等リスト（病院：薬剤部門）.xls
・付属資料11－７   　調達・移設備品等リスト（病院：管理部門）.xls
・付属資料11－８ 　  調達・移設備品等リスト（病院：治験管理部門）.xls
・付属資料11－９ 　  調達・移設備品等リスト（病院：供給サービス部門）.xls
・付属資料11－１０　調達・移設備品等リスト（病院：がん情報C）.xls
・付属資料11－１１　調達・移設備品等リスト（病院：機械・電気室）.xls
・付属資料11－１２   調達・移設備品等リスト（研究所：RI研究室部門）.xls
・付属資料11－１３　調達・移設備品等リスト（研究所：動物実験室部門）.xls
・付属資料11－１４　調達・移設備品等リスト（研究所：共同実験室部門）.xls
・付属資料11－１５　調達・移設備品等リスト（研究所：組織バンク（仮称））.xls
・付属資料11－１６　調達・移設備品等リスト（臨床工学室所管備品）.xls

・大型医療機器等リストについて.pdf
・付属資料１２：大型医療機器等リスト.xls

・00表紙、目次.pdf
・1章-調査概要.pdf
・2章-調査方法.pdf
・3章-調査地の地盤.pdf
・4章-調査結果.pdf
・5章-調査結果に基づく検討.pdf
・巻末現場写真集.pdf
・資料0-0目次.pdf
・資料1-1図.pdf
・資料2-1図.pdf
・資料3-1,3-2図.pdf
・資料4-1図.pdf
・資料5-1図.pdf
・資料6-1図.pdf
・資料7-1,7-2.pdf
・資料.室内土質試験結果.pdf
・資料.微化石分析結果.pdf
・土質柱状図-1.pdf
・土質柱状図-2.pdf
・土質柱状図-3.pdf
・土質柱状図-4.pdf
・土質柱状図-5.pdf
・土質柱状図-6.pdf
・土質柱状図-7.pdf
・土質柱状図-8.pdf
・土質柱状図-9.pdf
・土質柱状図-10.pdf
・土質柱状図-11.pdf
・土質柱状図-12.pdf

H24.4.13～17　配布資料

※１　付属資料１1 ：調達・移設備品等リスト（zipフォルダ）
            ＞＞付属資料１１：調達・移設備品等リスト

※２　付属資料12：大型医療機器等リスト（zipフォルダ）
　　　　＞＞付属資料１２：大型医療機器等リスト

※３　参考資料２－２：既存地質調査報告書（フォルダ）
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・備品リスト記載に関する注意事項.xls
・付属資料11－０１ 　調達・移設備品等リスト（病院・外来部門）.xls
・付属資料11－０２ 　調達・移設備品等リスト（病院・病棟部門）.xls
・付属資料11－０３ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門①）.xls
・付属資料11－０４ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門②）.xls
・付属資料11－０５ 　調達・移設備品等リスト（病院：手術部門）.xls
・付属資料11－０６ 　調達・移設備品等リスト（病院：薬剤部門）.xls
・付属資料11－０７ 　調達・移設備品等リスト（病院：管理部門）.xls
・付属資料11－０８ 　調達・移設備品等リスト（病院：治験管理部門）.xls
・付属資料11－０９ 　調達・移設備品等リスト（病院：供給サービス部門）.xls
・付属資料11－１０ 　調達・移設備品等リスト（病院：がん情報C）.xls
・付属資料11－１１　 調達・移設備品等リスト（病院：機械・電気室）.xls
・付属資料11－１２    調達・移設備品等リスト（研究所：各研究部門）.xls
・付属資料11－１３　 調達・移設備品等リスト（研究所：RI研究室部門）.xls
・付属資料11－１４　 調達・移設備品等リスト（研究所：動物実験室部門）.xls
・付属資料11－１５ 　調達・移設備品等リスト（研究所：共同実験室部門）.xls
・付属資料11－１６ 　調達・移設備品等リスト（研究所：組織バンク（仮称））.xls
・付属資料11－１７　 調達・移設備品等リスト（研究所：臨床工学室所管備品）.xls
・付属資料12－０１ 　調達・移設備品等リスト（病院・外来部門）.xls
・付属資料12－０２ 　調達・移設備品等リスト（病院・病棟部門）.xls
・付属資料12－０３ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門①）.xls
・付属資料12－０４ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門②）.xls
・付属資料12－０５ 　調達・移設備品等リスト（病院：手術部門）.xls
・付属資料12－０６ 　調達・移設備品等リスト（病院：薬剤部門）.xls
・付属資料12－０７ 　調達・移設備品等リスト（病院：管理部門）.xls
・付属資料12－０８ 　調達・移設備品等リスト（病院：がん情報C）.xls
・付属資料12－０９ 　調達・移設備品等リスト（研究所：RI研究室部門）.xls
・付属資料12－１０　 調達・移設備品等リスト（研究所：動物実験室部門）.xls
・付属資料12－１１ 　調達・移設備品等リスト（研究所：共同実験室部門）.xls

H24.7.30，31　配布資料

※４　大阪府立成人病センター整備事業 業務要求水準書　付属資料11，12
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・備品リストの表記方法について.pdf
・備品リスト記載に関する注意事項.xls
・付属資料11－０１ 　調達・移設備品等リスト（病院・外来部門）.xls
・付属資料11－０２ 　調達・移設備品等リスト（病院・病棟部門）.xls
・付属資料11－０３ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門①）.xls
・付属資料11－０４ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門②）.xls
・付属資料11－０５ 　調達・移設備品等リスト（病院：手術部門）.xls
・付属資料11－０６ 　調達・移設備品等リスト（病院：薬剤部門）.xls
・付属資料11－０７ 　調達・移設備品等リスト（病院：管理部門）.xls
・付属資料11－０８ 　調達・移設備品等リスト（病院：治験管理部門）.xls
・付属資料11－０９ 　調達・移設備品等リスト（病院：供給サービス部門）.xls
・付属資料11－１０　 調達・移設備品等リスト（病院：がん情報C）.xls
・付属資料11－１１　 調達・移設備品等リスト（病院：機械・電気室）.xls
・付属資料11－１２    調達・移設備品等リスト（研究所：各研究部門）.xls
・付属資料11－１３　 調達・移設備品等リスト（研究所：RI研究室部門）.xls
・付属資料11－１４　 調達・移設備品等リスト（研究所：動物実験室部門）.xls
・付属資料11－１５　 調達・移設備品等リスト（研究所：共同実験室部門）.xls
・付属資料11－１６　 調達・移設備品等リスト（研究所：組織バンク（仮称））.xls
・付属資料11－１７　 調達・移設備品等リスト（研究所：臨床工学室所管備品）.xls
・付属資料12－０１ 　調達・移設備品等リスト（病院・外来部門）.xls
・付属資料12－０２ 　調達・移設備品等リスト（病院・病棟部門）.xls
・付属資料12－０３ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門①）.xls
・付属資料12－０４ 　調達・移設備品等リスト（病院：中央診療部門②）.xls
・付属資料12－０５ 　調達・移設備品等リスト（病院：手術部門）.xls
・付属資料12－０６ 　調達・移設備品等リスト（病院：薬剤部門）.xls
・付属資料12－０７ 　調達・移設備品等リスト（病院：管理部門）.xls
・付属資料12－０８ 　調達・移設備品等リスト（病院：がん情報C）.xls
・付属資料12－０９ 　調達・移設備品等リスト（研究所：RI研究室部門）.xls
・付属資料12－１０　 調達・移設備品等リスト（研究所：動物実験室部門）.xls
・付属資料12－１１　 調達・移設備品等リスト（研究所：共同実験室部門）.xls
・別紙１　食器一覧表.pdf

※５　大阪府立成人病センター整備事業 業務要求水準書　付属資料11，12

H24.8.20，21　配布資料
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