
歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置 仕様書 

 

1. 件  名 川崎病院で使用する歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置の調達 

 

2. 品  名 歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置一式 

 

3. 納入期限 2019 年 9 月 30 日 

 

4. 納入場所 川崎市川崎区新川通 12 番 1 号 

川崎市立川崎病院 放射線診断科撮影室 10 番 

 

5. 納入条件 

 本入札に係る調達物品の納入は、以下の手順により行うこと。 

 納入に当たり、機器等の搬入、撤去、据付け、結線、設定及び調整等に関しては、 

本市担当者の指示に従うと共に必要に応じて協議し十分調整を行った上で実施する 

こと。また、調達物品は「調達物品の備えるべき技術的要件・仕様等」の条件を 

満たすものとすること。 

（１） 調達物品 

本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要件は、別紙「調達物品の備える

べき技術的要件・仕様等」に示すとおりとする。 

入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、入札機器に 

係る技術仕様書その他の入札説明書で求められる提出資料の内容を審査して 

行う。 

（２） 入札機器のうち医療機器に関しては、入札時点で薬事法に定める製造の承認を 

得ていること。 

 

6. 指定場所への納入等 

 装置の搬入、据付け、動作確認は納期までに完了すること。なお、納期については 

可能な限り早期の納入に努めること。 

 搬送、据付け及び納入に関する費用については落札者の負担とする。 

 

7. 動作確認 

 設置された装置は、使用できる状態に調整して引き渡すこと。動作確認に要する費

用については落札者の負担とする。 

 

 



8. 検査 

（１） 設置完了後、川崎市が指定する検査員に報告し検査員の指定する日時に完了 

検査を受けること。 

（２） 完了検査の際には実施に装置等を作動させて機能確認を行うことがある為 

機器構成、銘柄型番表示、性能機器等について説明出来る者が立ち会うこと。 

（３） 完了検査後、ただちに納品書に検査員の確認印を受け川崎市立川崎病院事務局 

庶務課経理係に提出すること。 

（４） 落札者は検査員の検査に係る指示に従うものとし、検査員からの納入物品につ 

いての説明および資料提出を求められた場合には速やかに応じるものとする。 

（５） 検査に係る手続きは、いずれも落札者がその負担により行うこととし、検査の 

ため変形、変質、消耗又は毀損した物品の損失は全て落札者の負担とする。 

（６） 納入検査において合格と認められないとき、落札者は本市担当者の指定する期 

日までに装置等の取替え又は補正を行うこと。 

（７） 検査に関する費用については落札者の負担とする。 

 

9. その他 

 詳細については、川崎市病院局経営企画室契約担当者及び川崎市立川崎病院事務局

庶務課経理係の職員の指示に従うこと。 

 

  



調達物品の備えるべき技術的要件・仕様等 

 

1. 装置導入の目的 

1998 年（平成 10 年）に導入された歯科用パノラマ・セファロ撮影装置を更新する。装置

導入から 20 年が経過し、故障時の交換部品調達が困難な状況である。 

今回、パノラマ、セファロ、3D（三次元画像）撮影を 1台で可能とした X線診断装置を

導入することにより、歯科口腔外科領域の診断精度を向上し、安全かつ高度な医療を提供

することを目指すものである。 

 

2. 調達物品および構成内訳 

1. デジタル式歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置 

2. 撮影用コンソールパソコン（およびワークステーション）1台 

3. クライアントパソコン 4台 

4. ノートパソコン 1台 

5. 液晶ディスプレイ（放射線科）1台 

6. 液晶ディスプレイ（歯科口腔外科）4台 

7. ビューワーソフト パソコンの台数分 

8. 外付けハードディスク 1個 

9. A4 サイズ インクジェットプリンター1台 

以上、配送、搬入、組立、据付、接続、調整、説明及びこれらに係る工事・作業を含む。 

 

3. 調達物品の性能、機能に関する要件 

1-1. 歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置は、以下の要件を満たすこと。 

1-1-1. 歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置本体の外形寸法は、(W)2000mm×(D)1400mm

×(H)2400mm 以内であること。 

1-1-2. 歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置の使用電力は 100V、消費電力 2.0kVA 以内

であること。 

1-1-3. 歯列パノラマ撮影、正面側面セファロ撮影、CT 撮影を行う機能を有すること。 

1-1-4. 高感度フラットパネルによる歯科用 CT 撮影およびパノラマ撮影が可能であること。 

1-1-5. CCD、CMOS、フラットパネルのいずれかによるセファロ撮影が可能であること。 

1-1-6. 撮影時の X 線被曝を低減するため短時間（CT 撮影時 10 秒以下、パノラマ撮影 9 秒

以下）で撮影可能であること。 

1-1-7. 管電圧は 60〜100kv(あるいは 120kV)、管電流は 2〜10mA(あるいは 12mA)の範囲内で

調整できること。 

1-1-8. 患者の位置づけの際、対面式でのポジショニングが可能であること。 

1-1-9. 3 方向のビームの使用により、容易に適正かつ再現性に優れた撮影のポジショニン

グが行えること。 



1-1-10. 立位、座位、車椅子での撮影が可能であること。 

1-1-11. 車椅子での撮影が容易になるようにすること。 

1-1-12. アームは電動で上下すること。 

1-1-13. 設置においては、同時曝射防止のため、他の装置との間でインターロック措置を

行えること。 

1-1-14. 標準パノラマ、小児パノラマ、上顎洞パノラマ、顎関節 4 分割撮影が可能である

こと。 

1-1-15. パノラマ撮影において、患者の歯列形態に合わせた断層軌道が選択できること。 

1-1-16. パノラマ撮影において、患者の顎関節部とオトガイ部下縁を含む領域の撮影が 1

回の撮影で可能であること（標準パノラマを撮影した際の範囲が 14cm×30cm 相当以

上あること）。 

1-1-17. パノラマ X 線画像の画質を向上させる機能として、適正なコントラストを得る機

能を有すること。 

1-1-18. パノラマ画像において前⻭部を鮮明にするための可変断層機能を有していること。 

1-1-19. セファロ撮影時において、撮影部位（軟組織・硬組織）に応じて診断に適切な階

調の画像情報を得ることができる機能を有すること。 

1-1-20. CT 撮影は検査目的に応じて、φ51×H55mm 以下～ 大φ150×H140mm 以上の複数の

FOV を有していること。 

1-1-21. CT 撮影は 180 度と 360 度撮影モードの切替えが可能であること。 

1-1-22. 情報量の多い CT 画像を得るため、 小ボクセルサイズが 0.1mm 以下での撮影が可

能であること。 

1-1-23. CT 撮影時の位置づけ方法としてマニュアルおよび 2 方向からのスカウト撮影機能

を有すること。 

1-1-24. CT 撮影時、アーチファクトと歪みの少ない画像を得るための機能を有すること。 

 

2-1.    画像処理および画像参照装置（パソコン、ソフト）は、以下の用件を満たすこと。 

2-1-1. 薬事法対応モデルであること。 

2-1-2. メインメモリーは 8GB 以上であること。 

2-1-3. データ紛失を防ぐために 2つ以上のハードディスク（あるいは SSD）2TB 以上を備

え、バックアップ機能を有すること。 

2-1-4. 画像確認モニターは、解像度 2M ピクセル以上であること。 

2-1-5. CT 画像は、水平断、前頭断、矢状断の 3 面画像を同時に連動表示する機能を有す

ること。また、歯列弓に対する直行断面の表示、距離計測、角度調整、ズーム、白黒

反転、ブライトネス、コントラスト、ガンマ調整を行う機能を有すること。下歯槽神

経を明示する機能およびインプラントシミュレーションを行う機能を有すること。 

2-1-6. 既存の DICOM ネットワークに接続すること。 

2-1-7. 透視撮影操作室の既設 L2Switch より口腔外科外来診察室診療用チェア 1 まで LAN

配線を行うこと。 

2-1-8. 透視撮影操作室の既設 L2Switch より口腔外科外来診察室診療用チェア 2 まで LAN

配線を行うこと。 

2-1-9. 透視撮影操作室の既設 L2Switch より口腔外科外来診察室診療用チェア 3 まで LAN

配線を行うこと。 



2-1-10. 透視撮影操作室の既設 L2Switch より口腔外科外来技巧室まで LAN 配線を行うこと。 

2-1-11. 口腔外科外来および技巧室への LAN 配線は天井からの取り回しとし、床面に設置

しないこと。 

2-1-12. 将来、口腔外科外来に導入の可能性のあるデジタルデンタル X 線撮影装置の PACS

への接続のための配線が可能なように、前述の配線を行うこと。 

2-1-13. 撮影データは、病院内ネットワークに接続でき、DICOM データとして PACS へデー

タ保存が可能なこと。また、PACS ビューワーにて画像表示が可能なこと。 

2-1-14. 口腔外科外来に設置したクライアントパソコン 4 台のいずれからも、編集および

インプラントシミュレーションした画像を保存し、専用ビューワーソフトで閲覧でき

ること。 

2-1-15. 口腔外科外来に設置したクライアントパソコン 4 台のいずれからも、編集および

インプラントシミュレーションしたキャプチャー画像は PACS に送信し（あるいはコン

ソールパソコンを通じて PACS に送信し）、電子カルテ上で閲覧できること。 

2-1-16. 編集した画像を CD-R にビューワーソフトとともにエキスポートできること。 

2-1-17. 撮影した画像を DICOM データで CD-R にエキスポートできること。 

2-1-18. インクジェットプリンターは、CD-R にレーベル印刷可能であること。 

2-1-19. 編集した画像をプリント出力可能であること。 

2-1-20. マンモ用ドライイメージャーにてフィルム出力可能であること。 

2-1-21. セファロ画像は原寸の 1.1 倍でフィルム出力可能であること。 

2-1-22. 他院で撮影した同機種 CT 画像を専用ビューワーソフト上で閲覧、編集することが

できること。 

2-1-23. 放射線診断科に、画像処理および画像参照装置を設置する机、椅子を用意するこ

と。 

2-1-24. 技巧室に、画像処理および画像参照装置、プリンターを設置する机（サンワサプ

ライ RAC-260N 相当、(W)600mm×(D)700mm）、椅子、雷ガード電源タップを用意するこ

と。 

 

3-1     コンソールパソコンについては、以下の用件を満たすこと。 

3-1-1. コンソールパソコンは、RIS 端末から撮影オーダー情報を取得する機能を有するこ

と。 

3-1-2. コンソールパソコンは、富士通 PACS に画像が送信できるよう接続すること。 

3-1-3. 歯科用ワークステーションは、コンソールパソコンを通じて富士通 PACS に画像が

送信できるよう接続すること。 

3-1-4. コンソールパソコンは、既設 ZIO Station へ画像を送信できるよう接続すること。 

3-1-5. 歯科用ワークステーションは、コンソールパソコンを通じて既設 ZIO Station へ

画像が送信できるよう接続すること。 

3-1-6. 患者画像はコンソールパソコンより、既設 DICOM 画像サーバにデータ送信する機

能を有すること。 

3-1-7. 歯科用パノラマ・セファロ・3D 撮影装置に関連する機器が、他の機器・ネットワ

ーク等と接続して使用する場合又は他からの不正なアクセス等が想定される場合は、



想定されるネットワーク使用環境等を踏まえてサイバーリスクを含む危険性を評価・

除去し、防護するリスクマネジメントを行い、使用者に対する必要な情報提供や注意

喚起を行うとともに、必要な連携を図るなどの適切な対策を行うこと。 

 

4. 性能、機能以外の要件 

1-1.  設置場所 

1-1-1.  設置場所については該当部署に配置すること。 

 

2-1.    設置条件 

2-1-1. 配線や電源の位置、各種システム等への接続又はその他設置場所において、工事

又は作業が必要な場合は事前にこれを確認し、病院側と協議の上納入時までに完了さ

せておくこと。 

2-1-2. 導入装置の搬入、据付、配管、配線、調整、既存装置の撤去については、当院の

診療業務に支障を来さぬよう、当院職員と協議の上その指示によること。 

2-1-3. 設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケ

ジュールに従い完了すること。 

2-1-4. 導入装置の調整は落札者が行い、工事予定期間を事前に当院職員と打ち合わせ、

そのスケジュールに従い完了すること。 

2-1-5. 導入装置の搬入、据付、配管、配線、調整、試運転、既存装置の撤去に伴う費用

については落札業者の負担にて行うこと。 

2-1-6. 納入の際は病院の指定した立会人である現場責任者又はその代理の者及び検査員

又はその補助者のもとで検収を受けること。 

2-1-7. 検収における納品は、使用に供する状態であることを確認した上で完了とみなす

ので注意すること。 

2-1-8. 撤去及び据付で発生した廃材等は落札業者の負担にて撤去し、納入後は清掃する

こと。 

2-1-9. 撮影室および更衣室の壁紙、床材の張替えを担当者と協議し行うこと。 

2-1-10. 納入の際における一切の追加費用は認めないので注意すること。 

2-1-11. 導入する装置は、導入時に薬事承認がとれた製品であること。（医療機器以外は除

く） 

2-1-12. 機器の設置及び更新に際し、申請や届出書類の作成が必要な場合は、関係する部

署と連絡を取り合い、その協力を行うこと。 

2-1-13. 納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合

は、病院側担当者と協議の上、 新の仕様にて引き渡すこと。 

2-1-14. 歯科口腔外科外来のクライアントパソコン 3台の液晶モニターは診療用チェアの

ライトポールに設置すること。また、半切 1枚サイズの LED 光源超薄型シャウカステ



ン（アズワン 8-2520-01 LH-1 相当）を卓上として用意し、転倒しないようにすること。

また、クライアントパソコン 3台（診療用チェアサイド）のマウスはワイヤレスとす

ること。 

 

3-1.    その他 

3-1-1. 教育訓練は、当現場責任者と協議の上、指定される日時・場所で行うこと。 

3-1-2. 教育訓練において当院現場責任者が必要とした場合は追加で研修を行うこと。 

3-1-3. 研修に関する費用については落札者の負担とする。 

3-1-4. 操作マニュアルは、各機器に標準的に添付されている操作マニュアルの日本語版 3

部提出すること。 

3-1-5. 仕様書に記載のない事項については病院側担当者との協議に応じること。 

 

以上 


