質問回答書
業務名
No.
１

離島・へき地における遠隔医療実態調査等業務委託
質問箇所

質問

回答

実施要領

・業務内容を協議するために当初は

・鹿児島県としては，感染拡大地

P１

対面を想定しております。（アンケ

域からの不要不急の来県について

ート調査内容のご協議等は対面が

自粛をお願いしておりますので，

望ましいと考えております。）現在

業務内容の協議については，電話

緊急事態宣言下であり，宣言下での

又は Web での打合せで対応した

ご訪問は可能でしょうか。

いと考えています。

・またご訪問が先延ばしとなった場

・納品日の後ろ倒しは不可と考え

合，スケジュールの延期等はご考慮

ています。

２

委託業務の概要

（3) 業務内容

いただけるのでしょうか。
（質問受付：令和３年８月３日）
２

実施要領

・契約上限金額は，契約時の予定価

・督促等に要する経費を含め，お

P１

格を示すものではなく企画内容の

示しした金額を上限として，その

規模を示すためのものであるとあ

範囲内で業務を執行してくださ

２

委託業務の概要

（5) 契約上限金額

りますが，企画の内容によっては， い。
この上限金額の範囲を超す場合も
あると思いますが，その場合は超え
てもよろしいのでしょうか。（回収
率を上げるために督促等を何回も
打たないといけない場合もある）
（質問受付：令和３年８月３日）

３

実施要領

・「委託契約に係る業務の全部を第

・一部業務委託は可能です。その

P３

三者に委託してはならない。」とあ

場合は，様式第８号（参考）に記入

10 その他留意事項

りますので，一部業務委託は可と考

し，提出してください。

(3)

え，ご質問です。もし再委託または
協力企業を使用する場合，実績等提
出が必要な書類はありますでしょ
うか。
（質問受付：令和３年８月３日）
・本業務を再委託または協力企業を
使用することは可能でしょうか。
（質問受付：令和３年８月４日）

４

実施要領

・調査対象につきまして，全ての市

P４

町村とは具体的には何件になりま

２ 業務内容

(1) 県内の遠隔医療

すでしょうか。

の実態及びニーズの

（質問受付：令和３年８月４日）

・県内の市町村数は 43 です。

調査

・病院・診療所および市町村への宛

・医療機関名，住所，開設者氏名等

○調査対象

先情報（住所氏名等）は，Excel デー

については，情報提供させていた

タで提供いただけるという認識で

だきます。データの形式は，Excel

よろしいでしょうか。

形式です。

（質問受付：令和３年８月４日）
５

実施要領

・調査票の設計については，受託者

・調査目的を達成できるよう，調

P４

が主に行うのでしょうか。

査の内容や設問の立て方等につい

(1) 県内の遠隔医療

（質問受付：令和３年８月３日）

て良い提案があればいただけます

の実態及びニーズの

・調査票の原案や類似案件の調査票

と幸いです。なお，調査票（案）が

調査

例などがありましたら，参考までに

必要な場合は，電子メールで御相

○調査の主な内容及

共有いただけますと幸いです。

談ください。

び設問数

（質問受付：令和３年８月４日）

※メールアドレスは，実施要領 P3

２ 業務内容

の「11

担当部署（提出先及び問

合せ先）
」の最終行に記載していま
すので，御確認ください。
・記述式が主とのことですが，選択

・調査票（案）の中でも，選択式と

式としない理由がありましたらう

することができる設問は選択式と

かがえますでしょうか。調査目的を

しておりますが，設問によっては，

達成できる場合は選択式でもよろ

記述式とする必要があります。

しいでしょうか。
（質問受付：令和３年８月４日）
６

実施要領

・WEB 調査をする場合，
「鹿児島県

P４

電子申請共同運営システム」を利用

２ 業務内容

(1) 県内の遠隔医療

する場合は，調査票の WEB バージ

の実態及びニーズの

ョン作成とパスワード，ID につい

調査

ては，委託者側で作成していただけ

○調査方法

るのでしょうか。

・委託者側（県）で行います。

（質問受付：令和３年８月３日）
・調査をすべて WEB にてする場合

・
「病院」及び「市町村」は 100%，

は，回収目標を「病院」
，
「診療所」
， 「診療所」は 70%程度を想定して
「市町村」の各施設にて何パーセン

います。

トの回収率をお考えですか。

・回答率を上げる取組についても

（質問受付：令和３年８月３日）

提案いただけると幸いです。

・「鹿児島県電子申請共同運営シス

・鹿児島県電子申請共同運営シス

テム」の Web 調査は，どういった

テムによる Web 上の調査の場合，

仕様か御教示いただけますでしょ

調査票（Web バージョン）作成や

うか。
（利用料，回答データのダウン

回答データのダウンロードは委託

ロード形式など）

者側（県）で行い，当該データを受

（質問受付：令和３年８月４日）

託者に提供します。

・利用料は無料です。
・回答データの形式は，ｃｓｖ形
式です。
７

実施要領

・仕様書の「課題の抽出，解決方策

・実施要領 P5 の２（２）の検討の

P5 ２ 業務内容

の検討」の箇所にて，
「県が行う全国

ため，へき地診療所等における総

(3)課題の抽出，解決

の先進事例に係る調査結果」を踏ま

合診療医を専門医が ICT を活用し

方策の検討

えた分析をおこなう旨の記載があ

て支援する取組に係る調査を行っ

りますが，この全国の先進事例に係

ています。

る調査とは具体的にどのような内
容なのでしょうか。
（質問受付：令和３年８月 4 日）
８

実施要領

・企画内容調書の記載内容について

P６

は，仕様書に基づいて提案していけ

別表１

企画提案内容調書

ばよろしいのでしょうか。

（様式７（参考）
）

（質問受付：令和３年８月３日）

・お見込みのとおりです。

※様式は P16
９

実施要領

・配置予定者の実績についてご質問

・現職以外で経験があれば，様式

P６

です。この実績は現職以外での経験

第９号（参考）に記入するのが望

配置予定者の経歴調

も認められるのでしょうか。また可

ましいです。実績に係る資料の添

書

とした場合，証明が難しいのですが

付は不要です。

（様式９（参考）
）

どのような資料をご提出すれば宜

※様式は P18

しいのでしょうか。

別表１

（質問受付：令和３年８月３日）
10

実施要領

・同種又は類似の業務実績につい

・実施要領 P6 の別表１にあると

P６

て，医療需要調査業務，基本構想事

おり，
「同種又は類似の業務実績」

業務実績調書

前調査業務，現況及び将来予測に係

とは，遠隔医療についての調査・

（様式 10（参考）
）

る調査業務などは類似業務に該当

分析等の業務実績のほか，医療関

※様式は P19

しますでしょうか。

係の調査や医療機関を対象とする

（質問受付：令和３年８月４日）

調査・分析等の業務実績を言いま

別表１

す。その定義に該当するかどうか
をご判断ください。
・過去の調査事例や類似案件がござ

・今回の委託内容と同様の調査事

いましたら，報告書等を参考にさせ

例はありません。

ていただけますでしょうか。

・類似案件については，平成 28 年

（質問受付：令和３年８月４日）

度に県内の医療機関を対象とした
「医療施設機能等調査」がありま
す。この調査報告書が必要な場合
は，電子メールで御相談ください。
※メールアドレスは，実施要領 P3
の「11

担当部署（提出先及び問

合せ先）
」の最終行に記載していま
すので，御確認ください。

