
装　置 型　式 メーカー

ガンマカメラシステム Simbia  E シーメンスヘルスケア

CTスキャナ装置
Aquilion ONE
TSX-301A/2A

 キヤノンメディカルシステムズ

ZIO画像処理装置
ZIOSTATION
System1000

アミン

放射線治療装置 CLINAC-21EX（MLC、PV含む）  バリアンメディカルシステムズ

放射線治療用線量計 RAMTEC Smart 東洋メディック

全身用X線CT装置
Aquilion ONE
TSX-305A/5

 キヤノンメディカルシステムズ

乳房撮影装置 FDR MS-2500（AMULET f） 富士フイルムメディカル

X線一般撮影台 DRYPIX、CALNEO 富士フイルムメディカル

X線医療画像処理ユニット Console Advance 富士フイルムメディカル

X線一般撮影台 RADSpeed PRO 島津製作所

超電導磁気共鳴診断装置 Ingenia 1.5T CX フィリップス・ジャパン

造影剤注入装置（CT室1） DualShotGX天井懸垂装置 LD付 根本杏林堂

造影剤注入装置（CT室2） デュアルショットGX7 根本杏林堂

造影剤注入装置（MRI室1） ソニックショット7 根本杏林堂

造影剤注入装置（MRI室2） ソニックショット7 根本杏林堂

造影剤注入装置（アンギオ室1） PRESS DUO elite 根本杏林堂

造影剤注入装置（アンギオ室2） PRESS DUO GEO-150 根本杏林堂

造影剤注入装置（MRI） acot-S 根本杏林堂

注腸器 CK-85 カイゲン

パルスオキシメーター（MRI） 7500FO スタープロダクト

心電同期モニタ―(CT) Model7800T IVY
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放射線機器等の保守契約に係る仕様書
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対象名称 No.1 ガンマカメラ装置 Simbia  E (シーメンスヘルスケア)

内訳 【装置構成】製造番号：732-106004/732-40017276-NM01

・ガンマカメラ　SymbiaE 1式

・ガントリーシステム 1

・フルデジタルディテクタシステム 2

・患者テーブル 1

・コンソールシステム 1

・コンピュータシステム 1

・コメリータ 1

・syngo MI Workplace(Evolveプログラム) 1

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 2回/年(7月・1月予定)

契約内容

【保守内容】

《フルメンテナンス》

実施回数

実施月

実施時間帯

【対象メンテナンス業務】

〈保守業務対象区分一覧〉

一覧の項目が本契約に含まれる場合は「◯」、含まれない場合は「×」として契約内・契約外の欄に記載する

契約内・契約外

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

×

×

×

〇

【作業時間】

・標準時間：（平日）　8:30 - 17:30

※但し、国民の祝日及び12月29日～1月4日ならびに5月1日を除く

・修理依頼の受付：（国民の祝日および休日を含む全日）　0:00 - 24:00

・Guardianのサービス時間：（平日）8:30 - 17:30

※但し、国民の祝日及び12月29日～1月4日ならびに5月1日を除く

【契約外】

・上記作業時間以外の業務

・上記に記載のない国内品、周辺機器

・CD/DVD等の記録用メディア、ポータブルメモリ、医療用フィルム、プリンター用紙およびインク、

ディスポーザブルECG電極、UPS等バッテリー、記録媒体、補用部品、消耗品、

補充品、および保守を目的としない作業は含まれません。

【前提条件】

1.受託者は、本契約期間中に、物価水準の上昇（ヘリウム等資源、原材料、部品価格、

 　輸送コストの高騰、為替相場の急激な変動を含む）により保守料金が不適当と

 　なったときは、委託者に事前に書面で通知のうえ協議し覚書を交し委託者受託者が同意した

 　ときに限り、保守料金を変更できる。

2.委託者は、相当の理由がある場合、1か月前までに受託者への予告通知をもって本契約を解約できる。この場合、

 　委託者は解約日までの保守料金、および解約金として契約残存期間を月割り(1か月未満は1か月に切り上げる)で

 　計算した保守料金の10%に相当する金額を追加保守料金として受託者に支払う。但し、本装置更新のために、

 　シーメンスより新たに装置を購入する場合、および保守業務の限界による解約の場合は、解約金の規定を

 　適用しない。

サービス・プログラム
ウイルスプロテクション

Guardian Basic(詳細は専用の約款に定める)

技術改良
アップデート

Evolveプログラム(本体および子装置)

交換部品費

ディテクタ本体

シーメンス社以外の他社製品(国内品)の保守費

アプリーション・サービス

オンサイト・トレーニング

リモート・アプリケーションサービス

アプリケア・プログラム

リモートサービス

24時間サービス

PMT(光電子倍増管)

患者テーブルマットレス、
クッション、患者固定ベルト

その他の部品

国内品 なし

項目

定期点検(年2回、平日時間内に実施)

修理/交換/調整/充填等の作業

24時間サービス あり

Evolveプログラム あり

アプリケーションサービス なし

契約の種類 フルメンテナンス契約

定期点検

2回/年

別途協議

平日時間内点検



対象名称 No.1 ガンマカメラ装置 Simbia  E (シーメンスヘルスケア)

契約内容
3.保守対象装置の構成部品について製造元のサポートが終了した場合、後継部品への交換を行う場合がある。

 　この場合、後継部品の部品費用負担は保守業務対象区分一覧に定める通りとするが、本契約の内容に関わらず、後継部品へ

　 の交換に伴い、当該後継部品にインストールされているソフトウェアのバージョンが変更となる場合は、当該ソフトウェア費用は

　 本契約に含まれず、別途有償とする。

備考 ・2024年度以降価格改定となる
・2025年12月31日EOSとなる(部品在庫がなくなり次第、月割りで中途解約となる)



対象名称 No.2 CTスキャナ装置 Aquilion ONE TSX-301A/2A(キヤノンメディカルシステムズ)

内訳 ・契約対象装置構成

X線CT装置

　・CTスキャナ本体 TSX-301A/2A 製造番号：2AB1072217

　・X線管球 CXB-750E/2AI 製造番号：68523-2Q

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 4回/年(4月・7月・10月・1月予定)

契約内容

　【保守内容】

管球込免責0円契約　※使用頻度　15,000検査数/年以下適用

・定期点検　（定期交換部品含む）

・オンコール作業費含む

・X-RAY TUBE CXB-750E/2A 1式含む

　　*部品交換の際、同等品(再整備部品含む)を使用する事があります。

・X線管球以外の交換部品費用は全て有償

・契約対象装置における立会業務

・リモートメンテナンス含む

　【契約外】

・点検時及び修理時に発生した全ての修理部品

・契約対象外装置構成及びメディア等消耗品

・記載のない他社製品

・周辺機器及びメディア等消耗品

・漏洩X線量測定

・オーバーホール、移設作業

・ウイルス感染の調査及び対策と駆除

・漏洩線量測定・オーバーホール・移設・ウイルス感染調査及び対策・駆除

　【業務時間】
・通常業務時間は、月曜日から金曜日　9時00分～17時30分とする
　（但し、祭日、年末年始にかかる休日、夏季休暇にかかる休日及びメーカが定めた休日を除く）

　【契約条件】

1.次の各号に該当する本装置の不具合については、受託者及びメーカーは本契約における保守の責任を

　負わないものとする

(1)火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力に起因する不具合

(2)メーカーが予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

   対する取扱いの不備、委託者の操作上の故意または過失により発生した不具合

(3)メーカー又はメーカーの指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合

(4)メーカーが指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合

(5)メーカーが指定する以外のハードウェア及びソフトウェアの追加、または契約対象物件を含むハードウェア及び

   ソフトウェアの除去に起因する不具合

(6)本装置納入後1年を経過したソフトウェアの瑕疵による不具合

(7)記録媒体・消耗品類の保管不備に起因した不具合

(8)本装置及び本契約に伴い設置されたメーカー所有の機器が委託者等施設内のネットワークに接続された場合の

   マルウェア(悪意のあるソフトウェア)感染及び媒介

2.次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、受託者は、委託者の依頼に基づき別途有償にて対応する

(1)本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置の移動、据付、調整

(2)ハードウェア及びソフトウェアの仕様変更及び消耗品の支給・交換

(3)本契約に医療事務処理用コンピュータが含まれる場合、医療事務処理用コンピュータに関しては、

   医療事務以外のオプションソウフトウェアの支給及び交換

(4)本装置及び本契約に伴い設置されたメーカー所有の機器が委託者等施設内のネットワークに

   接続されマルウェア(悪意のあるソフトウェア)に感染した場合の検査、駆除

3.受託者が本契約に基づいて保守を行うために、委託者等が本装置を使用できないことにより生ずる委託者等の

   逸失利益等の損害について受託者は責任を負わない

4.特殊な部品であるためメーカーが速やかに部品調達することが困難であったり、受託者の

   保守作業予定期間中に委託者等が本装置を使用するなど委託者等側の事情が存在するなど、受託者にとって

   やむを得ない事由により保守の作業が遅延した場合、受託者は責任を負わない

5.受託者の保守に帰すべからざる事由により、本装置に含まれる記録装置に記録された内容が

   破壊または消失した場合、受託者は責任を負わないものとする

　【契約条件】

6.本契約に医療事務処理用コンピュータが含まれる場合、医療事務処理用コンピュータに関しては、

  受託者の部品供給責任は、本装置納入後5年間とし、当該期間を超える期間において供給不可能な

  場合であっても受託者は供給責任を負わないものとする



対象名称 No.2 CTスキャナ装置 Aquilion ONE TSX-301A/2A(キヤノンメディカルシステムズ)

契約内容
【前提条件】

1.1.委託者または受託者は、相手方に対し、1か月前までに到達する書面による通知をもって、
　　本契約を解約することができる。
　　この場合、委託者は受託者に対して、解約の効果が生じる日に属する月までの契約金額を支払う。
　 2.前項の規定にかかわらず、委託者はただちに本契約を解約することができる。
　　但し、この場合、委託者は受託者に解約の効果が生じる日の属する月までの契約金額のほか、
　　契約金額の1か月相当額を支払う。

2.本契約に基づく修理・部品交換において、部品の製造中止等の場合における部品の調達についてまで保障するものではない
但し、供給不能部品は事前の断り無く追加されることがある。

備考 ・前年度の使用実績によって、契約金額が変動する場合がある
・途中解約可能だが、同条件での再加入不可
・故障部品によって、部品入手が不可能な場合があります。
・本契約は、サービス部品保有期間終了後の特別対応保守となり、最大で３年まで契約が可能
・契約期間の途中であっても入手不可能な故障部品が発生した場合は、直ちに『保守不能及び契約終了のご案内』、
　及び解約覚書により解約となる



対象名称 No.2 ZIO画像処理装置 PLUS Type 1000(アミン)

内訳 ・契約対象装置構成

システム名：ザイオステーション2 PLUS Type 1000 4U2/3T

構成：VGS×2台、ZIOBASE model-T×1台、クライアントPC×7台

システム番号：ZP160076S、ZP160077S,V05337

契約期間 2023年4月1日から2024年3月31日

点検回数 1回/年(3月予定)

契約内容

　【保守内容】

フルメンテナンス

・年一回の定期点検もしくはセンドバックでのオーバーホール

・故障時の出張修理(部品代金・作業費込)対応

・ソフトウェアのバージョンアップは、フグ案対策をを含む標準仕様となる場合のみ含まれる

・カスタマーコール対応

　【契約外】

･本契約装置に接続している他の機器整備および修理

･メーカーの技術員以外者による改造、修理分解おび加工

･メーカーへの連絡なくしてされた設置場所変更

・委託者の責に帰するべき事由による故障または損傷

･天災地変など

･その他装置周辺環境不適正な管理による場合

　【契約条件】

･契約時間(休日･祝日を除く平日の9時から17時30分まで)

 ･本契約が中途解約、解除または期間満了により終了した場合、委託者は受託者に対し残債務の金額を即時に支払うものとします。

 ･本契約が月の中途で解約または解除により終了した場合、委託者は受託者に対し当該月の初日から終了日までの

 保守サービス料金並びに受託者が委託者の保守点検実施のために特別に用意した部品等の金額を支払うものとします。

備考



対象名称 No.2 ZIO画像処理装置 PLUS Type 1000(アミン)

内訳 ・契約対象装置構成

システム名：ザイオステーション2 PLUS Type 1000 4U2/3T

システム番号：ZP160076S、ZP160077S,V05337

契約期間 2024年4月1日から2026年3月31日

点検回数 1回/年(3月予定)

契約内容

　【保守内容】

スポット点検

・年一回の点検もしくはセンドバックでのオーバーホール

　　故障時の部品代、修理代は別途申し受けます。

・カスタマーコール対応(電話及びメール)

※本体以外の周辺機器は対象外となります。

　【契約外】

･本契約装置に接続している他の機器整備および修理

･メーカーの技術員以外者による改造、修理分解おび加工

･メーカーへの連絡なくしてされた設置場所変更

・委託者の責に帰するべき事由による故障または損傷

･天災地変など

･その他装置周辺環境不適正な管理による場合

　【契約条件】

･契約時間(休日･祝日を除く平日の9時から17時30分まで)

備考 ・部品在庫がなくなり次第修理対応不可



対象名称 No.3 放射線治療システム Clinac-21EX(バリアン　メディカルシステムズ)

内訳 ・契約対象装置構成

放射線治療システム Clinac-21EX(MLC,PortalVision含む)1式

放射線治療インフォメーションシステム ARIA 1式

放射線治療計画システム ECLIPSE 1式

契約期間 2023年4月1日から2024年8月31日

点検回数 4回/年(5月・8月・11月・2月予定)(ARIA,Ecripseは年2回、8月・2月予定)

契約内容

　【保守内容】

フルメンテナンス

・定期点検 年4回実施します。(ただし、ARIA及びEclipseは年2回実施します。)

・コンコール作業費含む

・保守部品：全ての保守部品を本契約に含む(消耗品を除く)

・リモートメンテナンス含む

　【契約外】

・ソフトウェア及びハードウェアのアップグレード

　【業務時間】
・通常業務時間は、月曜日から金曜日　8時30分～17時00分とする
（但し、祭日、年末年始にかかる休日、夏季休暇にかかる休日及びメーカが定めた休日を除く）

　　　・対象機器の占有および管理責任は顧客に帰属するものとし、日常の保守管理は、

　　　・対象機器に保存されたデータの管理責任は顧客に帰属するものとし、データの消失、

　　・契約期間中にメーカーより　EOL（End of Life）宣言がされた場合は、当該装置を業務範囲から削除し、

　　　双方協議のうえ契約額を見直す。

備考 　　・点検箇所及び内容はメーカー推奨のものとし、委託者の意向を基に決定する
　　・点検作業を実施後、速やかに定期点検報告書を提出すること
　　　なお、点検修理の必要が認められた場合は遅延なくその旨を報告すること
　　・当該装置に故障が発生した場合、速やかに保守担当者を派遣し、復旧修理を行うこと
　　・修理実施後、修理報告書を提出のうえ検収を受けること
　　・2024年7月末EOSとなる(部品在庫がなくなり次第、月割りで中途解約となる)

　　　(10）外部記憶媒体およびプリンタ用紙等の消耗品

　　　(11)モニタ、バッテリー等の寿命品

　【対象機器の管理責任】

　　　　顧客が責任を負うものとする。

　　　　その他障害について、受託者はその責任を負わないものとする。

　【契約対象外項目】

　　　(4)メーカーまたはメーカーの指定する者以外による作業に起因する修復作業

　　　(5)取扱説明および点検項目以外の線量測定等の作業

　　　(6)対象機器の移設またはオーバーホール費用

　　　(7)ハードウェア等の拡張作業および部品代

　　　(8)システムおよびソフトウェアのバージョンアップ費用

　　　(9)別に定める装置固有の消耗部品

　　　(1)天災地変等両者の責に帰する事が出来ない原因により生じた修復作業

　　　(2)顧客の機器取り扱いの誤りに起因する修復作業

　　　(3)対象機器の使用目的に該当しない顧客の使用に起因する修復作業



対象名称 No.4 放射線治療用線量計 (東洋メディック)

内訳 ・契約対象装置構成

RAMTEC Smart型線量計

契約期間 2023年4月1日から2024年3月31日

点検回数 1回/年(9月予定)

契約内容

　【保守内容】

点検及びコバルト校正(分離校正)

電位計の年次点及び3年ごとの定期校正を含む

指頭型チェンバー校正

平行平板型チェンバー校正

代替機貸出

　【契約外】

オンコール、修理部品

備考 ・2023年度より一体校正が不可となり分離校正での実施となるため

　電位計の校正は本期間中1度実施し、以降は3年ごとの実施とする。

　なお電位計の校正はメーカー負担にて行うため、実施しない場合でも費用の減額は不可

・修理が必要な場合は別途お見積もりとする



対象名称 No.5 全身用X線CT装置 Aquilion ONE TSX-305A/5(キヤノンメディカルシステムズ)

内訳 ・契約対象装置構成

X線CT装置

・X線CT装置 TSX-305A/5I 5IC2072172

・CT架台 CGGT-036A/3A 3AA2072177

・X線高電圧装置 CXXG-013A/2A 2AB2072485

・検出器 CDAS-052A/5A 5AB2072280

・寝台 CBTB-032A/5A 5AB2072442

・コンソール CKCN-018B/1A 1AB2072252

・パワーディストリビュータCETF-015A/1A 1AB2072081

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 2回/年(9月・3月予定)

契約内容

　【保守内容】

フルメンテナンス(X線管球含む) 使用頻度：5,200検査数/年以下適用

・定期点検　（定期交換部品含む）

・オンコール作業費

・点検時及び修理時に発生した修理部品

　　*同等品(再整備品を含む)と交換する場合あり

・X線管球

　　*同等品(再整備管球を含む)と交換する。

・リモートメンテナンス

・契約対象装置における立会業務

・テクニカルコールサービス(FULL&FULL用)

・アプリコールサービス(FULL&FULL用)

　【契約外】

・契約対象外装置構成及びメディア等消耗品

・記載のない他社製品

・周辺機器及びメディア等消耗品

・漏洩X線量測定

・オーバーホール、移設作業

・ウイルス感染の調査及び対策と駆除

・漏洩線量測定・オーバーホール・移設・ウイルス感染調査及び対策・駆除

　【業務時間】
・通常業務時間は、月曜日から金曜日　9時00分～17時30分とする
　（但し、祭日、年末年始にかかる休日、夏季休暇にかかる休日及びメーカが定めた休日を除く）

1.次の各号に該当する本装置の不具合については、受託者及びメーカーは本契約における保守の責任を

　負わないものとする

(1)火災、風水害、地震等の天災地変その他の不可抗力に起因する不具合

(2)メーカーが予め指定する設置条件、電源条件、環境条件を逸脱したことに起因する不具合及び本装置に

   対する取扱いの不備、委託者等の操作上の故意または過失により発生した不具合

(3)メーカー又はメーカーの指定する者以外による改造、修理等に起因する不具合

(4)メーカーが指定する以外の保守部品・記録媒体・消耗品等の使用に起因する不具合

(5)メーカーが指定する以外のハードウェア及びソフトウェアの追加、または契約対象物件を含むハードウェア及び

   ソフトウェアの除去に起因する不具合

(6)本装置納入後1年を経過したソフトウェアの瑕疵による不具合

(7)記録媒体・消耗品類の保管不備に起因した不具合

(8)本装置及び本契約に伴い設置されたメーカー所有の機器が委託者等施設内のネットワークに接続された場合の

   マルウェア(悪意のあるソフトウェア)感染及び媒介

2.次の各号については本契約の対象外とし前項の不具合を含め、受託者は、委託者の依頼に基づき別途有償にて対応する

(1)本装置のオーバーホール又は設置場所の変更に伴う本装置の移動、据付、調整

(2)ハードウェア及びソフトウェアの仕様変更及び消耗品の支給・交換

(3)本契約に医療事務処理用コンピュータが含まれる場合、医療事務処理用コンピュータに関しては、

   医療事務以外のオプションソフトウェアの支給及び交換

(4)本装置及び本契約に伴い設置されたメーカー所有の機器が委託者等施設内のネットワークに

   接続されマルウェア(悪意のあるソフトウェア)に感染した場合の検査、駆除

3.受託者が本契約に基づいて保守を行うために、委託者等が本装置を使用できないことにより生ずる委託者等の

   逸失利益等の損害について受託者は責任を負わない

4.特殊な部品であるためメーカーが速やかに部品調達することが困難であったり、受託者の

   保守作業予定期間中に委託者等が本装置を使用するなど委託者等側の事情が存在するなど、受託者にとって

   やむを得ない事由により保守の作業が遅延した場合、受託者は責任を負わない

型式 製造番号装置名



対象名称 No.5 全身用X線CT装置 Aquilion ONE TSX-305A/5(キヤノンメディカルシステムズ)

契約内容

5.受託者の保守に帰すべからざる事由により、本装置に含まれる記録装置に記録された内容が

   破壊または消失した場合、受託者は責任を負わないものとする

6.本契約に医療事務処理用コンピュータが含まれる場合、医療事務処理用コンピュータに関しては、

  受託者の部品供給責任は、本装置納入後5年間とし、当該期間を超える期間において供給不可能な

  場合であっても受託者は供給責任を負わない者とする

　　本装置納入後5年間とし、当該期間を超える期間において供給不可能な場合であっても受託者は供給責任を負わないものとする。

【前提条件】
1.1.委託者または受託者は、相手方に対し、1か月前までに到達する書面による通知をもって、
　　本契約を解約することができる。
　　この場合、委託者は受託者に対して、解約の効果が生じる日に属する月までの契約金額を支払う。
　 2.前項の規定にかかわらず、委託者はただちに本契約を解約することができる。
　　但し、この場合、委託者は受託者に解約の効果が生じる日の属する月までの契約金額のほか、
　　契約金額の1か月相当額を支払う。

2.本契約に基づく修理・部品交換において、部品の製造中止等の場合における部品の調達についてまで保障するものではない
但し、供給不能部品は事前の断り無く追加されることがある。

備考 ・途中解約可能だが、同条件での再加入不可

・前年度の使用実績によって、契約金額が変動する場合がある



対象名称 No.6 乳房撮影装置 FDR MS-2500（AMULET f）(富士フイルムメディカル)

内訳 【装置一覧】

シリアル

①FDR MS-2500(AMULET f) RD2-3316 36460021

②FDR-2000 AWS（5Mモニター仕様） RD2-3316 37120253

③FDR-2000BPY(バイオプシー) RD2-3316 36330106

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日まで 
点検回数 1回/年(3月予定）
契約内容 【契約内容】

タイプRD
・オンサイト定期点検 全装置
・修理対応 全装置

契約機器に万一不具合が発生した場合、使用者の要請により速やかに技術員を派遣して必要な復旧作業を行うものとします。
・ACTIVE LINEリモートサービス 対象装置①②

本契約期間中、電話回線を利用した遠隔操作により、リモート定期点検（12回／年）、予兆監視、操作支援、
自動時刻調整を実施します。リモート定期点検、予兆監視により受託者が修復作業を必要と判断した場合、
遠隔操作により可能な範囲で、修復作業を行ないます。

・精度管理代行サービス 対象装置①
①に定めるオンサイト定期点検時に、メーカー所定の仕様に基づき「マンモＱＣソフトウェア」を使用して
デジタルマンモグラフィーシステムの総合的な画質特性の不変性試験及び調整等のサービスを実施します。

・アンチウイルスサービス 対象装置②
使用者が契約機器とともに受託者より導入したアンチウイルスサービスライセンスプログラム（F-Secureプログラム）の
ウイルスパターンファイルを、メーカーのACTIVE LINEサーバーより随時更新します。

なお、これは使用者の要請の都度行うものではなく、また完全な安全性を保証するものではありません。

・オプション契約

Fit-Sweet圧迫板のプラスチックプレートを交換する場合の本体代金を含みます。

【契約外】

1 委託者のまたは第三者の責に帰すべき事由に起因する故障の修復

2 契約機器の仕様変更

3 契約機器のオーバーホール及び設置場所の変更作業

4 火災、風水害、地震、落雷等の天災地変その他不可抗力に起因する故障の修復

5 取扱説明書の注意事項、設置条件・電源条件等を含む環境条件、取扱方法を逸脱した使用に起因する故障の修復

6 契約機器外から物理的、電気的ストレスを加えられたことに起因する故障の修復

7 受託者指定以外の保守部品、消耗品及び接続機器の使用に起因する故障の修復

8 受託者または受託者指定の者以外による仕様変更、修理及び移動に起因する故障の修復

9 セキュリティインシデントが発生した場合の修復作業やログ解析、調査

10 契約機器へ接続されているシステムまたは装置の仕様変更に伴う契約機器のプログラムソフト変更、

11 契約機器に接続されるシステムの仕様変更に伴う変更

12 受託者提供外のネットワーク関連機器、ネットワークケーブルの保守業務

13 基本ソフトウェアへ、ベンダが提供する修正ソフトウェアまたは追加ソフトウェアを適用する作業

14 消耗品(フィルム、記録メディア、モニター（輝度劣化、面欠点、色調変化、濃度均一性等の経時劣化に限る）)の提供または交換

【契約時間(プランG)】　全装置対象

日曜日・国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）も含め

メーカー所定の休日を除いた月曜日～土曜日の8時00分～20時00分

オンサイト定期点検の実施については、原則として平日（月曜日～金曜日）の9時00分～17時40分に行うものとします。

上記に定める時間外での業務履行に関しては、当該費用は別途有償とします。

備考 賃与品あり：光回線、インターネットプロバイダサービス、VPNルータ、リモートサービス専用端末

装置名



対象名称 No.7 X線一般撮影台 DRYPIX・CALNEO(富士フイルムメディカル)

内訳 【装置一覧】

シリアル

･ DRYPIX EDGE ①86921137②87021335

･ DR CALNEO HC SQ（SE）
③87220726④87220748
⑤87220751⑥87220752

･ DR CALNEO HC（MP）
⑦87020948⑧87020949
⑨87020954⑩87020955

･ DR CALNEO HC（MC） ⑪86920734⑫87020741

･ CALNEO Smart C47 ⑬87053063

･ CALNEO Smart（MP） ⑭87123913⑮87223991

･ CALNEO Smart　ﾓﾊﾞｲﾙ用APｷｯﾄ
⑯87151654⑰87151655
⑱87151656

･ CALNEO Smart C77
⑲87151748⑳87151766㉑87151767
㉒87151768㉓87251833㉔87251830
㉕87251831㉖87251832㉗87251834

･ CALNEO Smart C12
㉘87150903㉙87150930㉚87150929
㉛87150928㉜87250962㉝87250963

･ Console Advance ㉞87238495

･ Console Advance(MOBILE) ㉟87038260㊱87038261㊲87038262

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日まで 
点検回数 1回/年(2月予定)
契約内容 【保守内容】

・オンサイト定期点検　全装置対象

本契約期間中に本仕様書に定めた月度に受託者の定める仕様に基づいて行うものとします。

なお、実施月度は、使用者と受託者の協議により随時変更できるものとします。

・修理対応　全装置対応

契約機器に万一不具合が発生した場合、

使用者の要請により速やかに技術員を派遣して必要な復旧作業を行うものとします。

・FPDキャブレーションサービス　対象装置3～6、13、19～33

FPD画像の一様性を維持するため、①に定める定期点検時に受託者所定の仕様に基づき、

FPD画像のムラ、点欠陥、線欠陥等を測定し、必要に応じて補正・調整を実施します。

・ACTIVE LINEリモートサービス　対象装置34～37

a.リモートメンテナンスサービス

リモート回線を利用した遠隔操作により、リモート定期点検（12回／年）、予兆監視、操作支援、

自動時刻調整を実施します。リモート定期点検、予兆監視によりメーカーが修復作業を必要と判断した場合、

遠隔操作により可能な範囲で、修復作業を行ないます。

b.ASSISTA Management放射線部門管理支援サービス

リモート回線により取得した情報により、撮影実績、検査時間、機器稼動実績、カセッテDR衝撃状態、

撮影条件統計解析、写損実績の分析、統計データを提供します。

c.ACTIVE LINEリモートサービスのサービス内容・条件

ASSISTA Managementサービス利用規約によるものとします。

・アンチウイルスサービス　対象装置34～37

使用者が契約機器とともにメーカーより導入したアンチウイルスサービスライセンスプログラムの

ウイルスパターンファイルを、メーカーのACTIVE LINEサーバーより随時更新します。

なお、これは使用者の要請の都度行うものではなく、また完全な安全性を保証するものではありません。

・タイプRD+2f　対象装置13、19、20、23、26～33

1：交換部品はすべて受託者の負担とします。

2：対象外の定めに拘わらず、本契約期間内に使用者の過失（重過失は除く）により

次のいずれかの対象事由が生じかつ異常が発生し、FPD本体を交換する場合のFPD本体代金は、

本契約開始から終了までの1年間毎に当該特約対象機器全てについての交換合計2回までを

全額受託者の負担とし、3回目700,000円、4回目以降1,500,000円をそれぞれ委託者の負担とします。

a.パネルに異常が発生し、落下や強い衝撃によりパネル部に著しい変形（全面、局部の変形・湾曲）が生じた場合

b.パネル部に液体（血液、嘔吐物、飲料水など）による汚染の痕跡が認められた場合

c.パネル内蔵センサーのログから、強い衝撃を受けたことが確認された場合

3：UPS本体を交換する場合のUPS本体代金は全額委託者の負担とします。

・タイプD　対象装置1、2

本契約業務の履行にあたり、オンサイト定期点検時に使用する受託者が定めた

定期交換部品及び不具合発生時等の修理による交換部品は、対象外項目に定める場合を除き、受託者の負担とします。

なお、UPS本体を交換する場合のUPS本体の代金は全額委託者の負担とします。

・タイプRD　対象装置3～37

本契約業務の履行にあたり、オンサイト定期点検時に使用する受託者が定めた

定期交換部品及び不具合発生時等の修理による交換部品は、対象外項目に定める場合を除き、受託者の負担とします。

なお、UPS本体を交換する場合のUPS本体の代金は全額委託者の負担とします。

装置名



対象名称 No.7 X線一般撮影台 DRYPIX・CALNEO(富士フイルムメディカル)

契約内容

【対象外】

1 委託者のまたは第三者の責に帰すべき事由に起因する故障の修復

2 契約機器の仕様変更

3 契約機器のオーバーホール及び設置場所の変更作業

4 火災、風水害、地震、落雷等の天災地変その他不可抗力に起因する故障の修復

5 取扱説明書の注意事項、設置条件・電源条件等を含む環境条件、取扱方法を逸脱した使用に起因する故障の修復

6 契約機器外から物理的、電気的ストレスを加えられたことに起因する故障の修復

7 受託者指定以外の保守部品、消耗品及び接続機器の使用に起因する故障の修復

8 受託者または受託者指定の者以外による仕様変更、修理及び移動に起因する故障の修復

9 セキュリティインシデントが発生した場合の修復作業やログ解析、調査

10 契約機器へ接続されているシステムまたは装置の仕様変更に伴う契約機器のプログラムソフト変更、

11 契約機器に接続されるシステムの仕様変更に伴う変更

12 受託者提供外のネットワーク関連機器、ネットワークケーブルの保守業務

13 基本ソフトウェアへ、ベンダが提供する修正ソフトウェアまたは追加ソフトウェアを適用する作業

14 消耗品(フィルム、記録メディア、UPSバッテリー、モニター（輝度劣化、面欠点、色調変化、濃度均一性等の経時間劣化に限る）)

の提供または交換

【契約時間(プランG)】　全装置対象

日曜日・国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）も含め

メーカー所定の休日を除いた月曜日～土曜日の8時00分～20時00分

オンサイト定期点検の実施については、原則として平日（月曜日～金曜日）の9時00分～17時40分に行うものとします。

上記に定める時間外での業務履行に関しては、当該費用は別途有償とします。

備考



対象名称 No.7 ConsoleAdvance(富士フイルムメディカル)

内訳 【装置一覧】

シリアル

ConsoleAdvance ①56628761②66931628

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日まで 
点検回数 1回/年(2月予定)
契約内容 【保守内容】

タイプRC(部品免責20万円)

・オンサイト定期点検

本契約期間中に使用者と受託者が協議のうえ定めた日時に受託者の定める仕様に基づいて行うものとします。

・修理対応

契約機器に万一不具合が発生した場合、使用者の要請により速やかに技術員を派遣して必要な復旧作業を行うものとします。

・ACTIVE LINEリモートサービス

本契約期間中、電話回線を利用した遠隔操作により、リモート定期点検（12回／年）、予兆監視、

操作支援、自動時刻調整を実施します。リモート定期点検、予兆監視によりメーカーが修復作業を必要と判断した場合、

遠隔操作により可能な範囲で、修復作業を行ないます。

・アンチウイルスサービス

使用者が契約機器とともにメーカーより導入したアンチウイルスサービスライセンスプログラム（F-Secureプログラム）の

ウイルスパターンファイルを、メーカーのACTIVE LINEサーバーより随時更新します。

なお、これは使用者の要請の都度行うものではなく、また完全な安全性を保証するものではありません。

・部品費負担

1)部品単価200,000円（消費税別）以下の部品及びオンサイト定期点検時に

 使用する受託者が定めた定期交換部品については、受託者の負担とします。

2)部品単価200,000円（消費税別）を超える部品（但し、オンサイト定期点検時に

 使用するメーカーが定めた定期交換部品を除く。）については、200,000円を超えた金額を委託者の負担とします。

3)UPS本体を交換する場合のUPS本体代金は全額委託者の負担とします。

【契約時間】

・月～金曜日（祝日を除く）8：00～20：00

・点検実施日　平日9:00～17:40

技術料・訪問料・交通費含む

上記に定める時間外での業務履行に関しては、当該費用は別途有償とします。

【契約外】

1 委託者のまたは第三者の責に帰すべき事由に起因する故障の修復

2 契約機器の仕様変更

3 契約機器のオーバーホール及び設置場所の変更作業

4 火災、風水害、地震、落雷等の天災地変その他不可抗力に起因する故障の修復

5 取扱説明書の注意事項、設置条件・電源条件等を含む環境条件、取扱方法を逸脱した使用に起因する故障の修復

6 契約機器外から物理的、電気的ストレスを加えられたことに起因する故障の修復

7 受託者指定以外の保守部品、消耗品及び接続機器の使用に起因する故障の修復

8 受託者または受託者指定の者以外による仕様変更、修理及び移動に起因する故障の修復

9 セキュリティインシデントが発生した場合の修復作業やログ解析、調査

10 契約機器へ接続されているシステムまたは装置の仕様変更に伴う契約機器のプログラムソフト変更、

11 契約機器に接続されるシステムの仕様変更に伴う変更

12 受託者提供外のネットワーク関連機器、ネットワークケーブルの保守業務

13 基本ソフトウェアへ、ベンダが提供する修正ソフトウェアまたは追加ソフトウェアを適用する作業

14 消耗品(記録メディア、モニター（輝度劣化、面欠点、色調変化、濃度均一性等の経時間劣化に限る）)の提供または交換

15 モニターの輝度劣化、色調変化、濃度不均一性等の経年劣化は保証範囲外

16 上記保守内容記載以外の部品費等の費用は全額病院負担とする

【契約時間(プランG)】

日曜日・国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）も含め

メーカー所定の休日を除いた月曜日～土曜日の8時00分～20時00分

オンサイト定期点検の実施については、原則として平日（月曜日～金曜日）の9時00分～17時40分に行うものとします。

上記に定める時間外での業務履行に関しては、当該費用は別途有償とします。

備考 装置一覧の①の装置は2022年8月24日でEOSL、②の装置は2023年11月16日でEOSLとなる。

以降は部品在庫無くなり次第サポートエンドとなる。

装置名



対象名称 No.8 一般撮影装置 RADspeed Pro EDGE(島津メディカルシステムズ)

内訳 ・契約対象装置構成

一般撮影装置 4式

一般撮影システム　RADspeed Pro EDGE　（一般撮影室１）S/N 41E1D6491001

一般撮影システム　RADspeed Pro EDGE　（一般撮影室2）S/N 41E1D6492001

一般撮影システム　RADspeed Pro EDGE　（一般撮影室3）S/N 41E1D6493002

一般撮影システム　RADspeed Pro EDGE　（救急撮影室） S/N 41E1D6493001

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 2回/年(8月・2月予定)

契約内容

　【契約内】

・免責1万円（定価1万円以下の部品は無償）

・オンコール修理(業務時間内)

・指定消耗品交換(プログラム用バッテリ、PCコイン電池、シリコングリス、シリコンパッキン、ガスケット)

・ソフトウェアレビジョンアップ

　【契約時間】

原則として、休日、祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から18時までとする。

（毎年12月330日から1月4日を除く）

【契約対象外項目】

・天災地変等、委託者受託者両者の責に帰する事が出来ない原因により生じた修復作業

・顧客の機器取扱上の誤り、不注意等に起因する修復作業

・対象機器の使用目的に該当しない不適切な使用に起因する修復作業

・対象機器の移設またはオーバーホール費用

・ハードウェア等の拡張作業および部品代

・標準外の記録装置、プリンター、UPS バッテリー、モニター等の消耗品

備考



対象名称 No.9 超電導磁気共鳴診断装置 Ingenia 1.5T CX(フィリップス・ジャパン)

内訳

MRI装置　Ingenia 1.5T CX Single 装置番号：69425000

(1) 超電導マグネットシステム

(2) 患者テーブル

(3) オペレーターコンソール

(4) コンピュータシステム

(5) データ処理制御システム

　　・RFシステム

　　・画像再構成システム

(6) グラディエントシステム

(7) 装置冷却システム

　　・液体ヘリウム用冷却システム

　　・グラディエントコイル用冷却システム

　　・グラディエントキャビネット用冷却システム

(8) 主電源キャビネット

その他付属機器

(1) 患者監視システム

(2) 絶縁トランス

(3) 冷却水循環装置

契約期間 2023年4月1日～2026年3月31日

点検回数 2回/年(5月・11月予定)

契約内容 プロテクション

【契約内】

・フルメンテナンス

・標準部品(消耗部品除く)

・修理用作業費(出張費含む)

・点検用作業費(出張費含む)

・既存機能に対する技術変更

・フォーンサポート

・パーツ配送時間優先

・テクニカルリモートサービス

・修理対応時間(365日/24時間)

・点検対応時間(365日/8：00-24：00)

・チラーサポート

・マグネットメンテナンス

(1) 冷凍機メンテナンス費

(2) コンプレッサーメンテナンス費

(3) マグネット定期確認費

(4) マグネットリスクシェア

・eアラート

・オンラインアプリケーションサポート

・リモートデスクトップサポート

・センス・ｄSコイルオプション(全てのコイル)

【契約対象外】

・契約時間帯以外の対応

・消耗品

・フロン法対応チラー点検

・オーバーホール

・他社製品の点検・保守

・天災地変、その他の外部要因による損傷の修理

【契約条件】

以下については本契約における保守の責任を負わないものとする。

a．記載されているサービス内容以外のサービスの提供又は本機器の部品の取替え

b．本サービス条件が適用される契約で除外することが明記されているサービスの提供又は部品の供給

c．本サービス又は本機器に関連する装備、設備、構造上の変更又はアクセサリーの提供又はそれらの

　　費用の支払

d．設置場所又は本機器が血液その他感染する恐れのある物質で汚染された場合の

　　本機器に対するサービス

e．以下に関連して必要となったサービス

（1）甲又はその代理人から提供された設計、仕様又は指示

（2）フィリップス又はフィリップスの下請業者以外の者が、フィリップスの書面による指示又は勧告を遵守

　　しなかったこと

（3）フィリップスが推奨したものでない他の製造者の製品又はソフトウェアと本機器との組合せ



対象名称 No.9 超電導磁気共鳴診断装置 Ingenia 1.5T CX(フィリップス・ジャパン)

契約内容

（4）フィリップス又はフィリップスの下請業者以外の者が本機器に対して行った改造又は不適切な

　保管、取扱い、使用若しくは保守

（5）性質を問わず、外部要因によって引き起こされた損傷(コンピュータウィルス感染含む)

（6）本機器の撤去又は移動

（7）本機器に対する不注意又は誤用

f．フィリップス又はフィリップスの下請業者以外の者が提供した材料、補給品、部品又は労力の費用

g．消耗品（クッション、膝あて、パッド、磁気媒体、冷却剤、PET用キャリブレーション線源、フィルム　

　その他の供給物が含まれるが、これらには限定されない）の費用。但し、サービスに含まれることが、

　本サービス条件が適用される契約に明記されている場合を除く。

h．工場での修繕費用

i．西暦部分が2桁のデータや情報を本機器が認識又は処理しないことから発生する問題の解決

ｊ．ソフトウェアのアップデート、ソフトウェアのバックアップコピーの提供又はプログラムの作成

k．第三者の製品（高電圧発生装置や冷凍機システムが含まれるが、これらには限定されない）の保守、修理

　修理及びそれらの費用。但し、本サービス条件が適用される契約の契約機器明細表等の中に

　第三者の製品が含まれている場合、その製品については、本項は適用されない。

l．核医学カメラ検出器部クリスタル、サーフェイスコイル、フラットパネルディテクター及び真空部品

　（例えばX線管、イメージインテンシファイヤ、テレビカメラ撮像管、光電子増倍管、ブラウン管等）の費用。

 但し、サービスに含まれることが、本サービス条件が適用される契約に明記されている場合を除く。

m.ストレージデバイスから消失した画像データの復元

【契約時間】

・点検：月曜日から日曜日 8:00から24:00(祝日及びフィリップスの休日を含む)

・修理：月曜日から日曜日 24時間サポート(祝日及びフィリップスの休日を含む)

・リモートサービス：月曜日から金曜日8:00から20:00、土曜日8:00から18:00(祝日及びフィリップスの休日を除く)

【前提条件】

1.受託者は、年に一度、インフレーションに合わせて契約金額を調整しうる。

　 受託者が別途合意する場合を除き、総務省が発表する消費者物価指数の数値を当該調整に使用する。

 　また、受託者は、契約金額に影響を及ぼす原価要素の変動を補填するために、委託者に対し 60 日前に

 　契約金額の引き上げ理由を合理的に説明した書面による事前通知をもって、年に一度、契約金額を引き上げうる。

 　なお、契約金額は、適用契約の効力発生日における物価水準に基づき決められたことを委託者は理解したものとする。

 　本条に基づく契約金額の変更は、受託者及び委託者は書面による合意に基づいて行うものとする。

2.適用契約に別途定める場合を除き、いずれの当事者も運用契約を一方的に解約することはできない。

　 なお、委託者及び受託者両者協議の上、書面での合意により本契約を解約することができる。

 　この場合、委託者は受託者に対して解約の効果が生じる日の属する月までの契約金額を原則、月割り計算にて支払う。

備考



対象名称 No.10 造影剤注入装置 (根本杏林堂)

内訳 ・契約対象装置構成

造影剤注入装置

①DualShotGX天井懸垂装置 LD付（CT室1） シリアルNo:DCD02143、LDD10137

②デュアルショットGX7（CT室2） シリアルNo:KCA40729

③ソニックショット7（MRI室1） シリアルNo:Ema10519

④ソニックショット7（MRI室2） シリアルNo.EMA00097

⑤PRESS DUO elite（アンギオ室1） シリアルNo:EAA00105G

⑥PRESS DUO GEO-150（アンギオ室2） シリアルNo：DAA40081

⑦acot-S（MRI室） シリアルNo：DM0111

契約期間 2023年4月1日から2024年3月31日

点検回数 1回/年(①1月、②9月、③④4月、⑤5月、⑥9月、⑦4月予定)

契約内容

　【契約内】

保守点検契約【SILVERプラン】

・定期点検(定期交換部品含む)

　　実施時間帯：9:00～18:00 ※祝祭日、メーカー所定の休日除く

・故障復旧業務

・故障復旧、使用上、操作上の相談等における電話等によるサポート業務

・メーカーが指定する部品が劣化破損した場合、これら部品供給を契約期間中保証する

　【契約外】

・故障復旧業務に関する費用については有償とする

　【契約外費用】

次のいずれかの事由に起因する場合は、受託者の保証対象外とする。

　イ．取扱説明書に違反する、設置場所の顧客による不正な使用若しくは取り扱いによって生じた故障・損傷の修理

　ロ．メーカー以外の者が行った改造等に起因する故障・損傷の修理

　ハ．設置場所の委託者による装置の追加又は取り替え・移設に関する作業

　ニ．本装置のオーバーホール

　ホ．天災地変その他で、委託者・メーカーの責めに帰することの出来ない原因により生じた故障・損傷の修理

　ヘ．他社製品またはメーカー指定の消耗品（シリンジなど）以外のものを使用若しくは取り扱いによって生じた

　　　故障・損傷の修理

　ト．取扱説明書に記載されている電源、設置環境など、本装置の使用条件を逸脱した周囲条件で生じた

　　　故障・損傷の修理

　チ．本装置などの設置場所の清掃などの作業で、水や床ワックス、薬品などが装置などに侵入し、故障・損傷した

　　　場合の修理

　リ．本装置と型式が異なる製品の部品又は付属品を使用・併用した場合の故障・損傷の修理

　ヌ．その他、受託者の責任とみなされない場合

　【免責事項】

　・天災地変その他不可抗力により下記の事態になった場合は、それぞれ免責事項として、受託者はその責めを

 　負わないものとする。

　・本装置が損傷を受け、そのために、受託者が本契約に基づく装置の保守点検を実施できない場合、

　　受託者は保守点検の責任を負わないものとする。　

備考



対象名称 No.10 造影剤注入装置 (根本杏林堂)

内訳 ・契約対象装置構成

造影剤注入装置

①DualShotGX天井懸垂装置 LD付（CT室1） シリアルNo:DCD02143、LDD10137

②デュアルショットGX7（CT室2） シリアルNo:KCA40729

③ソニックショット7（MRI室1） シリアルNo:Ema10519

④ソニックショット7（MRI室2） シリアルNo.EMA00097

⑤PRESS DUO elite（アンギオ室1） シリアルNo:EAA00105G

⑥PRESS DUO GEO-150（アンギオ室2） シリアルNo：DAA40081

⑦acot-S（MRI室） シリアルNo：DM0111

契約期間 2024年4月1日から2026年3月31日

点検回数 1回/年(①1月、②9月、③④4月、⑤5月、⑥9月、⑦4月予定)

契約内容

　【契約内容】（①）

簡易ケア

・年一回点検

実施時間帯：9:00～18:00 ※祝祭日、メーカー所定の休日除く

・定期交換部品無し、修理対応も原則不可

　【契約内容】（②③④⑤⑥⑦）

Nemoto Care（フルメンテナンス）

・定期法令点検（1回/年）

・ノンストップ修理サービス

・テクニカルサポート

・ソフトウェアサポート

・部品の保証　※一部対象外有り

・プレミアム特典（故障時に修理を行わない場合は買い替え特典を付与）

　【契約外】

・故障復旧業務に関する費用については有償とする

　【契約外費用】

次のいずれかの事由に起因する場合は、受託者の保証対象外とする。

　イ．取扱説明書に違反する、設置場所の顧客による不正な使用若しくは取り扱いによって生じた故障・損傷の修理

　ロ．メーカー以外の者が行った改造等に起因する故障・損傷の修理

　ハ．設置場所の委託者による装置の追加又は取り替え・移設に関する作業

　ニ．本装置のオーバーホール

　ホ．天災地変その他で、委託者・メーカーの責めに帰することの出来ない原因により生じた故障・損傷の修理

　ヘ．他社製品またはメーカー指定の消耗品（シリンジなど）以外のものを使用若しくは取り扱いによって生じた

　　　故障・損傷の修理

　ト．取扱説明書に記載されている電源、設置環境など、本装置の使用条件を逸脱した周囲条件で生じた

　　　故障・損傷の修理

　チ．本装置などの設置場所の清掃などの作業で、水や床ワックス、薬品などが装置などに侵入し、故障・損傷した

　　　場合の修理

　リ．本装置と型式が異なる製品の部品又は付属品を使用・併用した場合の故障・損傷の修理

　ヌ．その他、受託者の責任とみなされない場合

　【免責事項】

　・天災地変その他不可抗力により下記の事態になった場合は、それぞれ免責事項として、受託者はその責めを

 　負わないものとする。

　・本装置が損傷を受け、そのために、受託者が本契約に基づく装置の保守点検を実施できない場合、

　　受託者は保守点検の責任を負わないものとする。　

備考



対象名称 No.11 注腸器 CK-85(カイゲン)

内訳 ・契約対象装置構成

注腸器 CK-85 2台

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 1回/年(9月予定)

契約内容

　【契約内】

スポット点検

代替機貸出

＜点検内容＞

・外観

・表示ランプ

・バリウム注入及び排泄動作

・空気注入動作

　【契約外】

・修理時の部品交換及びオンコール対応時の作業費用

備考

・2024年度以降価格改定を予定しております。



対象名称 No.12 パルスオキシメータ 7500FO(スタープロダクト)

内訳 ・契約対象装置構成

パルスオキシメータ(第1・第2MRI室) 2式

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 1回/年(4月予定)

契約内容

　【契約内】

スポット点検

代替機貸出

＜点検内容＞

・分解点検

・指定消耗部品の交換

・電気的検査

・動作テスト及び測定精度確認

　【契約外】

・修理時の部品交換及びオンコール対応時の作業費用

備考 ・本サービス実施時はスタープロダクト(株)本社修理室にて作業を行います。
・本サービスに外部監視、センサー、消耗品類、アクセサリ類、オプション機器類は含まれておりません。
・消耗品類の貸し出しサービスは行っておりません。



対象名称 No.13 心電同期モニタ　Model7800T(CT)(IVY)

内訳 ・契約対象装置構成

心電同期モニタ　Model7800T

契約期間 2023年4月1日から2026年3月31日

点検回数 1回/年(9月予定)

契約内容

　【契約内】

スポット点検

代替機貸出

＜点検内容＞

・基本性能および安全性の点検

　【契約外】

・修理時の部品交換及びオンコール対応時の作業費用

備考

・キヤノンメディカルシステムズ社の技術作業費等含む。


