
NONONONO 資料名称資料名称資料名称資料名称 該当頁該当頁該当頁該当頁 該当行該当行該当行該当行 該当項目該当項目該当項目該当項目 回答回答回答回答

1 入札公告 3

4　入札参加資格

の審査

(1)提出する書類

イ　添付書類

(ア)契約書の写し等の受託実

績を証明できるもの

ご理解の通りです。

2 入札公告 7 9　その他

(2)入札者に要求される事項

提出書類についてフォーマットを指定しているものは、入札

説明書の別添資料として公開しております。

3

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

3

（４）対象範囲

ア　総合医療情報システム調

達範囲の概要

1-1. ～1-4.

既存の電子医療辞書「医学辞書２０１4　for　ATOK」につい

て、端末増設分のライセンス追加費用と、システム稼働後の

定期的な更新費用を本業務の範囲とします。

4

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

4

（４）対象範囲

イ　接続する既存システム及

び医療機器.

①本業務で提案するシステムに接続する医療機器について

は、医療機器側に発生する費用も含めて、本業務の調達範

囲とします。

②生理検査システムは、日本光電となります。

DWHについては、別紙１「総合医療情報システム要求仕様

書」の記載内容を満たす、提案システム標準接続仕様にお

いて費用算出するものとします。

5

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

4

（４）対象範囲

ウ 接続する別途調達予定シ

ステム

ご理解の通りです。

6

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

5

（４）対象範囲

ウ　接続する別途調達予定シ

ステム

ご理解の通りです。

7

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

6

（４）対象範囲

オ　グループウェア認証連携

ログイン操作の範囲は、提案システム全体とします。「ユーザによるログイン操作は一度のみ許容すること。」とありますが、想定してい

るログイン操作の範囲をご提示頂けないでしょうか。

入札説明書等に関する質問書に対する回答入札説明書等に関する質問書に対する回答入札説明書等に関する質問書に対する回答入札説明書等に関する質問書に対する回答

質問内容質問内容質問内容質問内容

「過去3年間に病床数600床以上の病院において、電子カルテシステムを核とした

本業務と同種同規模のシステム更新業務を受託した実績を有すること。」が前提

となっておりますが、実績は、1病院分で問題ないでしょうか。

ア　この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに、本入

札説明書に示した役務の提供が可能であることを証明する書類を添付して、入札

書の受領期限までに提出しなければならない。また、入札者は、開札日の前日ま

での間において、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなけれ

ばならない。

「役務の提供が可能であることを証明する書類を添付して」とありますが、指定の

フォーマットはございますでしょうか。

「別途調達システムとの接続の詳細内容については、各システムベンダー決定後

速やかに連携を取り詳細な接続仕様を定めること。なお、各システムとの接続に

関わる作業費用は、入札者側は本業務に含むこととし、別途調達システム側は、

別途調達費用に含めるため、入札時に接続仕様を公開すること。」とありますが、

HISの接続仕様に合わせて頂く形で良いでしょうか。

備考に「電子医療辞書機能を有するもの。」とありますが、電子医療辞書のメー

カーの指定はございますでしょうか。

また、電子医療辞書のライセンスはクライアントライセンスになりますが、別途病院

様で調達予定でしょうか。

「各部門システム及び医療機器との接続の詳細内容については、入札者が各部

門システムベンダーと事前に連絡をとり詳細な接続仕様を定めること。なお、部門

システムとの接続に関わる作業費（本システム及び部門システム側の接続費用を

含むは、下表に示す各システム側に関わる作業も、本業務に含むこと。」とありま

すが、

①医療機器側で発生する費用は、本調達に含まない、という認識で良いでしょう

か。

②生理検査システム、DWHが「(選定中)」となっていますが、仕様打合せ及び費

用算出の為、ベンダ名のご指定を頂けますようお願いします。

平成26 年度 別途調達予定システム一覧に記載されている部門システムは、購入

年度は異なっていても、稼働タイミングは同じと考えてよいでしょうか？

また、別途調達予定システムの構成要素として、ハードウェア費用、アプリケーショ

ン費用、各種作業費用、工事費用など、以下の項目があると思います。

①サーバー

②ネットワーク

③クライアント

④部門システムアプリケーション

⑤HIS連携対応（部門側）

⑥HIS連携対応（電子カルテ側）

今回の入札で考慮すべき費用、範囲としては、⑥のみで、

①は別途調達予定システム側での独自導入（今回の仮想化サーバとは別）

②はHISネットワークに参加を前提

③は今回のHISクライアントに相乗り（相乗り検証作業は本案件と同時に行う）

④⑤は別途調達予定システム側の費用

という切り分けで正しいでしょうか？
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8

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

6

（４）対象範囲

カ　ハードウェア調達範囲

仮想化の提案により必要となるライセンスは、本業務の調達

範囲とします。

9

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

6

（４）対象範囲

当院側調達範囲は、デスク

トップPC、ノー

トPC、モニター、モノクロプリン

タ、カラープリンタ、ラベルプリ

ンタ、リストバンドプ

リンタ、バーコードスキャナ、ス

キャナ、ペンタブレット、携帯

端末（スマートデバイス）、

ネットワーク関連機器等、なら

びにOS 及びMicrosoft

Office,Windows sever

CAL(Client

Access License)とする。

サーバーOSは、本業務の調達範囲とします。

また、本業務で調達する各システムのＯＳについて、様式７

「記述式回答書」評価項目７＜システムの先進性＞に記載

するものとし、サポート終了時の対応について提案するもの

とします。

10

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

6

（４）対象範囲

キ　仮想化技術提案

仮想化の範囲は、病棟業務及び服薬指導と栄養指導で活

用するタブレット端末100台をXenDesktop方式で仮想化する

ものとします。

その他サーバ及びクライアントの仮想化については、様式７

「記述式回答書」評価項目７＜システムの先進性＞において

提案を受け、費用対効果の面も含めて評価するものとしま

す。

11

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7

（４）対象範囲

本システムは、サーバ上で仮

想PC を構成し、端末より遠隔

接続する方式を導入するこ

と。仮想化の範囲について

は、記述式回答の評価項目7

に対して、様式7 により提案

する

こと。

但し、手術管理システムと救

命救急（ICU）システムについ

ては、独立したサーバ構成

とすること。

電子カルテが停止する障害が発生した場合でも、手術管理

システムと救命救急システムを単独稼働させるため、独立し

たサーバ構成とします。

12

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7

（４）対象範囲

1.概要（４）対象範囲

ク　スマートデバイスの提案

現行ＰＤＡ端末の代替として、携帯性に配慮した機種を選定

します。

対応ＯＳは、ＩＯＳもしくはＡｎｄｒｏｉｄとします。

台数は、病棟業務用として150台とします。

付属機器は、バーコードリーダーとします。

13

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7

（４）対象範囲

病棟業務においては、携帯

性と利便性を考慮し、当院側

で調達したスマートデバイスを

活用して、ベッドサイドにおけ

る情報参照と情報入力が実

施できること。

本業務の調達範囲とします。

14

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7 (5) 付帯業務概要

イ システム更新作業及び

データ移行作業のうち、

・ネットワーク設定

・機器移設（高精細モニタの

再接続、サーバの移設）

①サーバのネットワーク設定の他、新システムが稼働する端

末（病院調達分や既存流用端末を含む）や周辺機器のネッ

トワーク設定も含むものとします。

②既存システムの移設は、既存ベンダーの保守サポート費

用での対応とします。

左記の前半部分はデスクトップの仮想化を、後半の但し以降はサーバの仮想化

を指しているように読み取れます。手術管理システムと救急（ICU）システムについ

てもサーバを仮想化しても問題ないと思いますが、独立したサーバ構成とする理

由をお聞かせください。他の部門システム同様、仮想化によるサーバの集約を図

ることにより、コストの削減、運用管理の負担軽減、運用に関する柔軟な対応が可

能になると思われます。

モバイル端末を管理するためのMDM（サーバ及びSW）も貴院による調達でしょう

か？それとも本入札の調達範囲でしょうか？もし後者であるならMDMソフトウェア

選定のため、スマートデバイスの機種及びOS、台数をご教示ください。

「本システムを構成するハードウェアのうち、当院調達は、デスクトップＰＣ～、なら

びに、OS及びMicrosoft Office,Windows server CAL(Claient Access License)と

する。」とありますが、仮想化の提案において必要なクライアント側のライセンス

（WindowsのアクセスライセンスやCtrixのライセンス）は、病院様での調達となりま

すでしょうか。

仮想化する範囲の指定はございますでしょうか。

病院様の方で調達予定のスマートデバイスの機種、対応OS、台数、付属機器を

ご提示頂けないでしょうか。

①ネットワーク更新は本入札の範囲外と認識しております。ここで言うネットワーク

設定とは本入札で提案するサーバのネットワーク設定という理解でよいでしょう

か？

②移設対象の機種及び台数、移設場所のfrom toなど積算に必要な情報を漏れ

なくご教示ください。

左記のOSにはサーバーOS（具体的にはWindowsサーバーOSやLinuxなど）も含

まれるのでしょうか？（貴院調達範囲でしょうか？）
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15

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7 (5)付帯業務概要

イ　システム更新作業及び

データ移行作業

・撤去する機器は、PC約1100台、プリンタやスキャナ等の周

辺機器約700台とバーコードリーダやカードリーダ等の付属

機器とします。

16

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

7 (5)付帯業務概要

イ　システム更新作業及び

データ移行作業

・撤去する機器のデータ消去、廃棄も本業務の調達範囲とし

ます。

２．業務に支障が出る処理遅滞とは、上記実績値を逸脱した

場合とします。

１．指定する実績値は以下の通りとします。

①　施設条件

病床規模600床以上、端末台数1,000台以上、電子カルテ稼

働後３年以上とします。

② 起動処理時間

・システム起動時間

→配信モジュール無しの状態で、電子カルテｅｘｅ．配信ｅｘ

ｅ．を起動してから、利用者ログイン画面が立ち上がるまでの

時間。

・カルテ起動時間

→患者ID入力から患者カルテが開くまでの時間。

・カレンダー画面起動

→2週間以上入院している、入院中の患者の経過表を表示

するまでの時間。

③参照処理時間

・カルテ過去歴表示

→2年以上前の診察日を指定してカルテが開くまでの時間。

→1年以上前に1ケ月以上入院歴のある患者を対象に、副作

用をキーワードに診察記事を検索した場合の結果表示まで

の時間。

・全病棟入院患者一覧表示

→全病棟を対象として入院患者一覧画面を表示するまでの

時間。

・患者プロファイル表示

→患者プロファイル画面を表示するまでの時間。

④ 更新系処理時間

・オーダ処理

→処方×１、注射×１、検体検査×１、放射線×１の４オーダ

を同一日で登録してから、次の業務に移行できるまでの時

間。

⑤ データ検索時間

・検査結果表示

→過去歴から対象日の検査結果を表示するまでの時間。

・薬歴結果表示

→薬歴が200件以上ある患者について、カルテから薬歴検

索を指示した場合に一覧表示するまでの時間。

・患者スケジュール表示

→入院患者１名の該当日のスケジュールを表示するまでの

時間。

17

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

11 (9) 規模・信頼性

イ 処理性能要件

(ア) クライアント端末でのレス

ポンスタイムについて、様式7

「技術回答書（記述回答方

式）」の評価項目１において指

定する実績値を提示するこ

と。

(イ) 業務に支障が出る処理遅

滞を発生させた場合は、無償

で対策を講じること。

指定する実績値の内容をご教示ください。また業務に支障が出る処理遅滞につ

いての認定は協議することとさせて頂けますようお願いいたします。

該当項目の作業中、「機器撤去」とありますが、撤去対象の範囲をご提示頂けな

いでしょうか。

対応項目の作業に、「データ消去」「機器廃棄」が含まれておりませんが、別途病

院様にてご調達予定でしょうか。
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18

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

11 (9)規模・信頼性

イ　処理性能要件

(ウ)

相乗りに適さないアプリケーションが出た場合には、技術的

課題と運用の課題を考慮し、両者で協議とします。

19

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

11 (9) 規模・信頼性

ウ データ保存要件

(イ) 当院では診療録及び診

療情報等のデータは永久保

存としているため、既存電子

カルテ

システムに保存されたデータ

もPDF 形式で真正性を保持

して本システムから参照で

きるデータとすること。

ご理解の通りです。

PDF化された既存電子カルテデータは、本業務で調達する

電子カルテシステム画面から呼び出せるものとします。

20

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

12 (9)規模・信頼性

オ　可用性

(キ)

本業務で稼働する電子カルテシステムサーバのハードディ

スクに保存するデータと同一期間とします。

また、電子カルテシステムサーバとして、本番環境とは別

サーバに、テスト環境と研修環境を構築するものとします。

21

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

12 (9)規模・信頼性

オ　可用性

(ケ)

ご理解の通りです。

22

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

13 (10) 設備要件

ア サーバ等設置

(ア) 納入されるすべてのサー

バ及びストレージと既存及び

別途調達システムサーバを収

納する19 インチラックを準備

すること。

対象システムは、1(4)アの全

てとイ、ウに記載した接続シス

テムのうち、当院指定の

ものとする。

19インチラック13台の設置スペースを確保しています。

サーバ室の電源として、分電盤までの一次工事は病院側、

分電盤から各サーバへの電源工事については、本業務の

調達範囲とします。

23

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

13 (10) 設備要件

イ UPS(無停電電源装置）

サーバ室の電源は全て無停

電仕様であるため、サーバ機

器ごとのUPSは不要とする。

ご理解の通りです。

24

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

15 (11)その他

オ　受注後の留意事項

要求仕様よりも優れた提案がされた場合、構築期間中に外

部環境の変化によりやむを得ない事情が発生した場合を指

します。

左記に合わせて遮断ソフトウェアも不要との認識でよいでしょうか？

19インチラックの台数やスペック決定のため、左記の貴院が指定するサーバの諸

元情報（寸法、重量、所要電力、発熱量）をご教示ください。

「(ケ)全データを検索し、ＣＳＶ形式等でデータを抽出出来ること。」とありますが、

同様の抽出機能であるDWHシステムは今回調達の範囲外であり病院様調達と

なっておりますが、貴院調達のDWHシステムとの接続可能であれば宜しいでしょ

うか。

「(ウ)当院が指定するアプリケーションソフトを電子カルテシステム端末上で相乗り

させること。」とありますが、相乗りの環境に適さないアプリケーションソフトが出た

場合、該当のアプリケーションソフトは相乗り対象外とさせて頂いても良いでしょうｊ

か。

既存電子カルテシステムに保存されたデータのPDF化は本調達対象外の認識で

よいでしょうか？

「・業務仕様書に付属する別紙および参考資料で、「」と記載されている資料は運

用設計の変更でやむを得ない事情により変更される可能性がある。」とあります

が、”「」”とは何を指しておりますでしょうか。

「(キ)診療録参照用システムについても、当院が指定したデータを指定した期間、

ハードディスクに保存できること。」とありますが、「当院が指定した期間」をご提示

頂けないでしょうか。

4/9
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25

別添資料1

「総合医療情報システム更新業務

仕様書」

46

8.8 知的財産権

に関する取扱い

本業務により受託者に生じた

特許権がある場合、特許権の

帰属は受託者が保有するもの

とするが、特許権に関して当

院が本契約及び個別契約に

基づき本件ソフトウェアを使用

するのに必要な範囲につい

て、当該特許権等の通常実

施権を許諾するものとする（な

お、本件ソフトウェアに、一定

の第三者に使用せしめる旨を

個別契約の目的として特掲し

た上で開発されたソフトウェア

（以下「特定ソフトウェア」とい

う。）が含まれている場合は、

当該個別契約に従った第三

者による当該ソフトウェアの使

用についても同様とする。な

お、かかる許諾の対価は、委

託料に含まれるものとする）。

複数機関による共同研究等で開発され、そのソフトウェアの

使用にあたり、許諾の対価（特許使用料等）が落札者以外の

者に発生するソフトウェアを指します。

26

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

26 3-2-3-1

非機能要件

3.移行要件

オーダ項目については、前回指示内容のDO（引用）ができ

る形式で移行すること、文書や記事等については、前回記

載内容を流用・修正・データ出力可能な形式で移行すること

とします。

27

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

26 3-2-3-2

現行システムからの移行対象

データについて、ファイルレイ

アウト、データレイアウト、外字

利用の有無、不備

データの有無等は、現行シス

テム受託者から開示されるも

のとする。

既存システムのデータ抽出費用は、別途病院側調達範囲と

して、本業務には含みません。

但し、提案するシステム側にデータ形式の指定があり、既存

システムのデータ抽出に加工を要求する場合には、本業務

の費用に加工分を含めた金額で入札するものとします。

28

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

34 6-3-2

医療法改正、診療報酬改正

によりプログラムやマスタ等の

システム変更が必要となる場

合は速やかに対応し、改正施

行前にシステムの変更を完了

すること。なお、変更に際して

は、プログラムデータの日付

設定等により、自動的に作動

する状態にすること。前述の

改正時に必要となる費用は全

て保守費用に含めること。

本業務において提案するシステムにおいて、診療報酬改定

にかかる費用は、全て保守契約に含めるものとします。

29

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

55 1-2-7-1-2

長い患者氏名に対応すること。 全角で12～20文字に対応することとします。

30

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

54 1-2-4-1-10

以下の宛先指定機能を有し

ていること。

　・宛先検索機能

　・職種別、診療科別、部署

別宛先選択機能

　・宛先グルーピング機能

1-2-4-1-10は回答を不要とし、1-2-4-1-9に包含とします。

特定ソフトウェアとは具体的に何を想定されているのかご教示頂けますようお願い

いたします。

「改正時に必要となる費用は全て保守費用に含めること。」とありますが、電子カル

テ・オーダリング・看護支援システムにかかわる改正対応は医事会計と違って各

回の改正内容により影響度合いが大きく異なります。（システムの改修不要のケー

スも多々あります。）

そのため、医事会計の改正対応費用は保守に含めておりますが、電子カルテ・

オーダリング・看護支援システムについては保守費用に含めると相応でない費用

となる可能性が高いため、通常別途お見積りをさせていただいております。これら

の理由から改正対応の保守契約への包含は医事会計のみでよろしいでしょう

か？それとも電子カルテ・オーダリング・看護支援システムまで対象とすべきでしょ

うか？

「長い」について上限を設定くださいますようお願い致します。

1-2-4-1-9に包含されるのであれば削除願います。

「再利用が必要な現行システムのデータ（別紙6「総合医療情報システムデータ移

行一覧表」参照）を移行対象とすること。」

とありますが、再利用とは参照が出来れば良いでしょうかオーダ項目については

前回指示内容のDO（引用）や、文書や記事等は前回記載内容を流用・修正出来

るということで宜しかったでしょうか。

既存部門ベンダーの保有するデータに関して、データ移行のために必要な出力

データの要件定義、データ出力作業、各種打ち合わせなどに必要な費用は、部

門システムの次期提案ベンダーの見積に含めるのでしょうか？それとも、別途貴

院で既存部門ベンダーと調整され、本案件での入札ベンダーは定義された出力

データがある前提で、取り込み側の工数のみを見積すればよいでしょうか？
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31

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

62 1-2-14-5-1

作成中、承認待、最終承認待

ち、承認済の進捗管理ができ

ること。

ご理解の通りです。

32

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

62 1-2-14-5-4

文書作成後、次の処理状態

（承認待、最終承認待ち）、次

の処理者の選択ができるこ

と。

ご理解の通りです。

33

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

63 1-2-14-5-8

文書情報一覧においては、

未作成、作成中、作成完了、

承認待、差し戻し、最終承認

待などによるステータスにて

管理ができること。

ご理解の通りです。

34

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

64 1-2-15-1-12

リーダ看護師、担当看護師の

各々による指示受けが可能な

こと。

ご理解の通りです。

35

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

66 1-2-17-2-6

一時保管エリアにカルテを

ピックアップしておくことによ

り、患者選択無しに複数患者

のカルテを切り替えて表示で

き、ピックアップできる患者は

15名以上であること。

ご理解の通りです。

カルテの患者切り替え機能が迅速であれば、この限りではあ

りません。

36

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

67 1-2-17-3-2

以下は可能です。

　・対象文書別（全て、記事の

み、オーダのみ、看護記録の

み、部門記録のみ、文書の

み）

　・入外別

　・診療科別

　・医科歯科別

　・保険別

　・記載職種別

　・オーダ種別

　・プロブレム別

　・記事タイトル別

　・ＳＯＡＰ別

「以下は可能です。」は、削除とします。

37

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

51 1-2-2-2-12

利用者が過去に開いたカル

テ閲覧履歴画面を起動できる

こと。

このカルテ閲覧履歴から患者

選択する患者のカルテを開く

ことが可能であること。

診察歴で可とします。

38

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

53 1-2-3-1-15

利用者が過去に開いたカル

テ閲覧履歴画面を起動できる

こと。

このカルテ閲覧履歴から患者

選択する患者のカルテを開く

ことが可能であること。

診察歴で可とします。

承認は二段階承認でしょうか。

リーダーおよび担当の方両名の指示受けが必要ということでしょうか。

「閲覧履歴」だと膨大な量になり当該歴を見つけにくくなると思われます。弊社仕

様では「診察歴」を表示しておりますが、それでは意図が異なりますでしょうか。

もしくは医療従事者の閲覧状況を把握する意味で閲覧履歴とされていますでしょ

うか。その観点では、弊社仕様では「カルテ参照歴」を公開しており、不要なアク

セスを軽減するサポート機能がございます。

どちらを意図されているかにより、仕様変更等ご対応お願い致します。

同上

「以下は可能です。」を削除くださいますようお願い致します。

承認は二段階承認でしょうか。

承認は二段階承認でしょうか。

「ピックアップできる患者は15名以上」について15名以上できれば良く、無制限で

はないという理解でよいでしょうか？
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39

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

51 1-2-2-1-17

利用者が過去に開いたカル

テ閲覧履歴画面を起動できる

こと。

このカルテ閲覧履歴から患者

選択する患者のカルテを開く

ことが可能であること。

診察歴で可とします。

40

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

80 1-3-4-1-28

食種選択画面で、特別指示と

禁止事項が別々で表示でき、

それぞれ70以上の項目を設

定で、必要に応じて増加でき

ること。

ご理解の通りです。

41

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

80 1-3-4-1-29

食種選択時に、必要に応じて

特別指示・禁止事項、全角20

文字以上のコメント入力がで

きること。また、指定した特別

指示・禁止事項とコメント入力

は、利用者の職制により入力

を制限できること。

ご理解の通りです。

42

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

80 1-3-4-1-31

特別指示は、特別指示、禁止

事項、各項目をそれぞれ別項

目として管理・選択し、計８個

以上登録できること。

ご理解の通りです。

43

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

100 1-3-11-1-50

フリーコメントは全角１００文字

以上入力可能であること。

ご理解の通りです。

44

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

126 2-1-3-3-7

看護問題のコメント（100字以

上）を登録できること。

ご理解の通りです。

45

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

2-1-14-1-8

４．特定病棟の特定病室につ

いては、特殊病棟として病棟

管理日誌の出力対象として選

択可能とすること。

ご理解の通りです。

例えば、ＨＵＣとＩＣＵの一部の病室を一つの病棟として病棟

管理日誌等の出力対象とします。

46

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

2-1-16-1-5

看護必要度について、下記の

帳票が出力できること。

　・看護必要度患者分類別構

成（日報・月報）

　・看護必要度評価票

標準機能として提供される看護必要度の帳票において、シ

ステム運用検討を進めるものとします。

システム運用検討の結果、カスタマイズが必要となった場合

には、両者協議の上対応を決定するものとします。

47

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

165 3-1-1-9-4-22

以下に示す債権管理帳表が

出力できること。

総括表・請求書作成時に使用しており、患者さんの自己負

担金を記載したものです。

全ての公費の組み合わせに対応しており、正確で変更が不

要な総括表・請求書等が作成されれば必要はありません。

48

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

165 3-1-1-10-1

標準統計帳票 帳票や統計資料については、提案システムの標準機能によ

る運用検討を進めるものとします。

また、全てのデータについてCSV出力機能（ＤＷＨ経由で

可）により統計資料への反映できるものとします。

「計８個以上登録できる」について8個以上登録できれば良く、無制限ではないと

いう理解でよいでしょうか？

同上

「それぞれ70以上の項目を設定で、必要に応じて増加できる」について70以上設

定できれば良く、無制限ではないという理解でよいでしょうか？

帳票全般について、カスタマイズ工数積算及び、弊社パッケージ帳票との差異を

確認するために、現行あるいは次期システムでお考えの帳票イメージをご提示い

ただけますでしょうか。

「全角100文字以上入力可能」について100文字以上入力できれば良く、無制限

ではないという理解でよいでしょうか？

「コメント（100字以上）を登録できる」について100字以上登録できれば良く、無制

限ではないという理解でよいでしょうか？

自己負担金徴収依頼書とはどのようなものでしょうか。

左記内容ですが、具体的なイメージをお教えください。

「全角20文字以上のコメント入力ができる」について20文字以上入力できればよ

く、無制限ではないという理解でよいでしょうか？

左記内容ですが、下記の対応方法で認識に間違いはないでしょうか。

例えば5階東病棟の中の特定病室501号室、502号室、510号室の3病室を一つの

病棟としてとらえて、病棟日誌を5階東病棟とは別に出力する。

（例えば5-1階東病棟という名称）

その場合に、5階東病棟日誌には上記3病棟分の情報は抜く。
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49

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

181 5-1

機能要件

5-1. 病歴管理システム

10ライセンスとします。

50

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

181 5-1

既存、がん登録システムに接

続し、必要情報を連携できる

こと。

電子カルテシステムと既存の院内C登録システムが連携され

ていれば、病歴管理システムと既存のがん登録システムを直

接連携させる必要はありません。

院内C登録システムと連携する情報としては、患者基本情報

と入退院情報や病棟情報とします。

51

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

10-1-3-3

依頼の無い検体について（到

着確認漏れ）、警告表示で

き、履歴として残すことができ

ること。

分析器にて依頼の無い検体を読み取った時に、受付用端

末と分析用端末にて、依頼を受付していない検体である旨

の警告メッセージが出力されるものとします。

また、過去に出力された警告メッセージについてもログとして

保存し、確認可能な状態とします。

52

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

10-1-3-5

ワークシートを再出力する際、

受付順番でソートされ再出力

されること。

外注検査を対象として、受付順番等の条件を設定し、ワーク

シート等の帳票を出力するものとます。

53

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

10-1-4-1

分析順序を検体番号順、到

着確認準、採取番号順等、任

意に変更できること。

外注検査を対象として、複数の条件を指定し、分析順序を

変更可能とするものとします。

54

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

10-1-4-2

検体を分析する際に、異常値

や生血等の特定患者につい

て、独立した画面にて警告表

示ができること。

検体受付時と分析器で読み取ったタイミングで、警告表示で

きるものとします。また、ログに保存し、後で参照できるものと

します。

55

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

10-1-7-9-2

採血時間が検査記録の

フォーマットに自動的に入力

できること。

医師がオーダする際に指定した、採血時間が印字された検

査記録用紙を出力するものとします。

56

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

251 15-1-1-6

看護師勤務管理システムと

データ連携できる場合は、勤

務情報を用いて、手術スケ

ジュール作成の際にその日に

勤務している看護師を確認し

ながらスタッフ割付操作がで

きること。

看護勤務管理システム側の出力を可能とする提案まで含め

て、A回答とします。

57

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

254 15-1-9-4

出血量や血液パックの在庫量

を検査部からもリアルタイムで

確認できること。

手術室で使用した輸血量を、電子カルテシステム端末や部

門システム端末にてリアルタイムに参照可能とします。

58

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

261 16-1-15-2

本アプリケーションから、、前

項の文書管理システムへ遷

移し、同一端末内で文書作成

ができること。

別途調達する文書管理システムの要求仕様として記載しま

す。

59

別紙1

「総合医療情報システム要求仕様

書」

272 18-1-1-1-6

機能要件

18-1 給食管理システム

XenDesktop方式で仮想化し、主に栄養指導業務で活用で

きる機種とします。

病歴管理システムからどのような連携方法でどのような必要情報を既存のがん登

録システムに情報連携したらよいか確認させて下さい。

本仕様は必須要件となっておりますが、実現のためには看護師勤務管理システ

ムがデータ出力できることが条件となります。看護師勤務管理システムのデータ出

力が可能という前提条件が付いたままですが、手術部システム側が取り込みの機

能を有していれば、回答Aで良いでしょうか。それとも、看護師勤務管理システム

側の出力を可能にする提案までを行うことが必須であるということでしょうか。

本仕様は、検査部に電子カルテシステムが存在し、輸血オーダーの情報を電子

カルテで確認し、出血量の情報を手術部システムのWEB画面で参照するという対

応でも良いでしょうか？

文書管理システムは別途調達されるアプリケーションとなっております。文書管理

システムが弊社システムからの呼び出しに対応できる仕組みを有していることが前

提となります。弊社アプリケーションから文書管理システムを患者ID,ログインユー

ザーを引数にして起動する仕組みを想定しますが問題ありますでしょうか？また、

文書管理システムが電子カルテ端末への相乗りアプリケーションであることも前提

となります。

どのような警告表示と履歴をのこせればよろしいか、

具体的な例をご教授頂けないでしょうか。

左記仕様について下記対応が可能ですが、いかがでしょうか。

バッチワークシート発行機能にてをRNO順で全検体で取り直す対応でしたら可能

です。

どのタイミングでどのように任意に変更できればよろしいかご教授お願い致しま

す。

どのタイミングで警告表示ができればよろしいかご教授いただけないでしょうか。

左記仕様についてどのような時にどのように使われるか、例をご提示いただけな

いでしょうか。

「タブレット端末でも参照できること。」

とありますが、タブレット端末のハードウェア仕様についてご教示下さい。

病歴管理システムを何台のPCで利用されますでしょうか。必要なライセンス数を

確認させて下さい。
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60

別紙2

「総合医療情報システム端末一

覧」

277 - -

流用予定端末は、外来診察室、救命救急センター、病棟に

設置されたデスクトップPC（（NEC製　MK32M/E-H）200台、

ノートPC（NEC製　VK27M/D-G　1,920×1,080ﾄﾞｯﾄﾌﾙHD）

200台とします。

流用端末の既存システムから新システムへの切り替え方法

については、様式７「記述式回答書」評価項目９＜システム

移行計画＞において提案いただくものとします。

61

別紙2

「総合医療情報システム端末一

覧」

277 - -

ハードウェア仕様については、本業務の受託業者決定後に

病院と協議の上、必要スペックを端末調達仕様書に反映す

るものとします。

また、端末については病院にて検収後に本業務の受託者の

指定場所に納品するものとします。

納品以降のシステムインストール、端末設定、使用部署への

設置、ネットワーク接続は、本業務の範囲とします。

62

別紙2

「総合医療情報システム端末一

覧」

277 - -

別紙２「端末配置一覧」にて既存端末台数を提示します。新

システムでは、端末台数が２割増加する想定で必要なライセ

ンス数量を見込むものとします。

63

別紙5 接続機器一覧 P.1

300 1-2～1-6

1-1 自動支払機

1-2 再来受付機

1-3 診察券発行機

1-4 会計待ち表示システム

1-5 POSレジ

1-6 会計待合番号発見機

TWINPOS　３５００（NEC）となります。

64

別紙5 接続機器一覧 P.2

301

6-1

～6-19

「次期システムへの

接続要望」、「対応方針」の欄

別紙5「接続機器一覧」の対応方針にて、「不要」「接続不可」

の機器は、本業務においてシステム接続の必要はありませ

ん。

上記以外の機器については、システム接続を必須とします。

ビューリングモジュールの購入は、本業務の調達範囲としま

す。

65

別紙６

総合医療情報システムデータ移

行一覧表

No.13

No.17

過去に返戻した情報や再請求した情報であり、何月分に請

求したのかが参照可能なものとします。

債権管理の情報も含めます。

66

別紙６

総合医療情報システムデータ移

行一覧表

No.15

過去3年間分は閲覧のみならず、返戻などに対応する為、修

正し電算対応が可能なものとします。

67

別添資料3

「落札者決定基準」

4

(6)記述式回答方

式及びヒアリング

審査の採点基準

ウ　提案内容については、デ

モ機による審査を実施する。

ヒアリング審査項目を指定します。

デモ機は必要に応じて説明に使用するものとします。

68

別添資料3

「落札者決定基準」

4

(6)記述式回答方

式及びヒアリング

審査の採点基準

エ　技術面に関するプレゼン

テーション及び評価委員から

の質疑には、原則プロジェクト

マネージャ（予定者）が対応

すること。

プロジェクトマネージャーが質疑に応答できない場合は、他

の出席者の回答を認めるものとします。

左記接続機器につきまして、現行機器とのことですが接続工数算出の為、１－５

のPOSレジの接続仕様をご提示いただけますでしょうか。

「次期システムへの接続要望」に希望ありと記載されていても、「対応方針」に接続

不可というコメントや、生体モニタモジュールのビューリンクモジュールの購入が必

要というコメントが見受けられます。この接続要望は医療機器のデータ出力のため

の対応が別途行われる前提で部門システム側での対応をできる限り目指す、とい

う意味でしょうか？必接続が必須で医療機器側の改修費用を含めるのかなどの

判断ができないため、追加情報をいただけませんでしょうか。

本入札において流用する端末はあるでしょうか。端末の流用が必要な場合、既存

設置場所からの引き上げ、再設定が必要となるため、台数含めご指示頂けますよ

うお願い致します。

端末一覧には、既存電子カルテシステムで設置されている場所と台数が記載れ

ていると思います。次期システムではクライアント関連のハードウェアは病院準備

という分担になりますが、タッチディスプレイや特殊な機器などはこのリストには掲

載されていません。端末相乗りの前提が不要な端末も部門システムには存在しま

す。次期システムで各部署に導入予定の端末一覧と購入予定のハードウェア仕

様を教えていただくことは可能でしょうか？例えばディスプレイのサイズや解像度

などはアプリケーションの開発仕様にも関係いたします。

総合医療情報システムデータ移行一覧表に記載される「１３．返戻再請求（３年

間）」「１７．返戻再請求（３年間）」の抽出ファイルは審査支払機関より返戻された

一次請求返戻ファイルの情報と同等の内容と捉えてよろしいでしょうか。

システムライセンス数に応じた費用を入札金額に反映するため、端末毎に業務で

使用するシステム名をご提示頂けないでしょうか。

他の出席者がプレゼンテーションしたり質疑に回答することは認められないので

しょうか。

全ての評価項目についてデモ機を用いた説明が必要でしょうか。

総合医療情報システムデータ移行一覧表に記載される「１５．会計カード（３年

分）」のデータは患者ＩＤ等で検索した際に該当患者のデータを参照できる内容と

して捉えてよろしいでしょうか。
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