病院事業公告第３号
次のとおり一般競争入札を実施するので、上天草市病院事業契約規程（平成２
４年病院事業管理規程第２号）において準用する上天草市契約規程（平成１６年
上天草市規則第３６号）第８条の規定により公告する。
令和３年６月３日
上天草市病院事業管理者 岸 川 秀 樹
１ 競争入札に付する事項
（１） 購入物品及び数量
病院総合情報システム 一式
（２） 購入物品の規格、品質等
別紙仕様書による。
（３） 納入期限
令和３年１２月３１日
（４） 納入場所
上天草市立上天草総合病院
（５） 入札金額
落札者の決定に当たっては、入札書に記載した金額の１００分の１０
に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税
及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見
積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に
記載すること。
（６） 最低制限価格の設定
本競争入札には、最低制限価格は設けないものとする。
２ 入札に参加する者に必要な資格
この入札に参加する資格を有する者は、地方自治法施行令（昭和２２年政令
第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者で、次に掲げる要件を
全て満たす者とする。
（１）

上天草市病院事業競争入札参加資格及び審査等に関する規程（平成

２３年上天病告示第１号。以下「規程」という。）に基づく競争入札参
加資格を有し、登録業種が医療機器等である者
（２） 納入する物品及び数量を確実に納入できる者
（３） 納入する物品に係る保守、点検、修理等を契約担当者の求めに応じて
速やかに提供できる者
３ 入札執行等に関する事項
（１） 契約条項を示す場所
〒８６６－０２９３ 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９番地１９
上天草市立上天草総合病院 総務課
電話番号 ０９６９－６２－１１２２
ＦＡＸ番号 ０９６９－６２－１５４６
（２） 仕様書等の配布
仕様書等の入札関連書類については、上天草市立上天草総合病院ホー
ムページ（http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/index.html）からダ
ウンロードを行うこと。ただし、これにより難い場合は、次の場所及び
日時において配布する。
ア 配布場所
上天草市立上天草総合病院 総務課
イ 配布日時
令和３年６月３日から令和３年６月１６日午前９時から午後５時まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。
）
（３） 入札説明会
入札説明会は、実施しないものとする。
（４） 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 令和３年６月１７日（木）午後２時
イ 場所 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９番地１９
上天草市立上天草総合病院 ２階 会議室
（５） 再度入札
開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。

（６） 入札に関する質問と回答
ア 入札について質問がある場合は、
「質問書」を令和３年６月１１（金）
までに３の（１）までＦＡＸで提出すること。
イ 回答は、随時質問者へ行うものとする。
ウ 本入札に直接関係のない質問及び日時を過ぎて提出された質問書につい
ては、回答はしないものとする。
４ 入札方法等
（１） 入札方法
別に定める別紙様式１の「入札書」により作成し、３の（４）の日時
及び場所に持参し、提出すること。ただし、代理人をして入札するとき
は、別に定める別紙様式２の「委任状」を添付すること。
（２） 開札の方法
開札は、入札に参加した者又はその代理人の立会いのもとに行うもの
とする。この場合において、入札に参加した者又はその代理人が立会わ
ない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行うも
のとする。
（３） 入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を
行うものとする。
（４） 落札者の決定方法
有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格
をもって申込みをした者を落札者とする。この場合において、落札とな
るべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじを実施し、落札
者を決定する。
（５） 無効の入札
ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
イ 委任状を提出しない代理人のした入札
ウ 記名押印を欠く入札
エ 金額を訂正した入札
オ 誤字脱字等により意思表示が明確でない入札

カ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２以上の代理をした
者の入札
キ ２以上の意志表示をした入札
ク 明らかに連合によると認められる入札
ケ その他入札に関する条件に違反した入札
（６） 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において
入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該参加者
を入札に参加させず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめる
ことがある。
（７） 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすること
ができない。
５ 契約の締結
（１） 契約書作成の要否
要
（２） 契約の締結期限
落札者決定の日から１４日以内とする。
（３） 落札者からの契約締結の申出期限
落札者決定の日から７日以内とする。
６ 入札保証金及び契約保証金
（１） 入札保証金
免除する。
（２） 契約保証金
免除する。
７ その他
（１） 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本
国通貨とする。
（２） 本一般競争入札の公告は、入札説明書を兼ねるものとする。
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Ⅰ．仕様書概要説明
【はじめに】
◆本要件仕様書に記載されている内容は必須条件であり、システム稼働時には本要件
仕様書に記載されているすべての内容を完全に満たさなければならない。
１．病院概要
１．１ 病院の基本理念
・信頼される地域医療
１．２
(1)
(2)
(3)
(4)

病院概要
所在地：熊本県上天草市⿓ヶ岳町⾼⼾1419-19
病床 ：１９５床
⼀⽇平均外来患者数 ：約470⼈／⽇
内科 精神科 代謝内科 呼吸器内科 消化器内科

循環器内科

科

産婦⼈科

⼩児科

外科

整形外科

泌尿器科

こう科

リハビリテーション科

器外科

⽪膚科

神経内科

肛⾨外科

放射線科

⿇酔科

⻭科

アレルギー

眼科

⽿⿐いん

⻭科⼝腔外科

消化

（23科）

２．背景及び⽬的
２．１ 本院は、以下の⽬的で電⼦カルテシステムを更新する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
２．２

患者サービスの向上
医療の質の向上
業務の効率化及び簡素化の推進
安全管理の向上
経営管理への貢献
本院は、病院の基本理念を念頭に置き、以下の基本⽅針に基づいて電⼦カルテシ
ステムを構築することとする。

３．システム更新の基本⽅針
３．１ 基本⽅針
(1) 関係法令等を遵守していること
電⼦カルテのインフラを実現する為に，「法令に保存義務が規定されている診療
録及び診療諸記録の電⼦媒体による保存に関するガイドライン」に対応可能なシ
ステムであること。
(2) 標準的なシステムであること
デファクトスタンダード(de facto standard：業界標準)を⽬指したシステム
チーム医療，ネットワーク型医療を推進する為に，データ交換に関する標準化技
術を積極的に採⽤した，最先端かつ標準的なシステムであること｡
(3) 信頼性を有したシステムであること
システムのノンストップ･ノーダウン運⽤を実現するとともに，患者プライバ
シー保護に配慮した⾼度なセキュリティ機能を提供できるシステムであること｡
(4) メンテナンスの容易なシステムであること
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短期安定稼働とシステム稼働後の維持費⽤の逓減を図る為に，⾼品質で稼働実績
を有したパッケージソフトウェアの適⽤をベースにシステムを構築すること。
(5) 利⽤者の操作性の⾼いシステムであること
診療情報をより簡単に，よりスピーディに⼊⼒する為に，テンプレートやシェー
マ等の簡易⼊⼒ツールを提供すること｡
３．２

電⼦カルテシステム構築の基本⽅針

(1) ペーパーレス，フィルムレスの運⽤に基づくシステム
電⼦カルテを核として，患者を中⼼に発⽣する診療情報を発⽣源で捉え関連部署
とシームレスに連携することで，必要な情報を必要な時に活⽤できるような，
ペーパーレス，フィルムレス運⽤を前提とした診療⽀援環境を実現できること。
(2) デファクトスタンダードによるシステム
システムで扱うデータ・プロトコル，各種OS，データベースは国際標準，業界
標準を積極的に採⽤すること。
サーバはWindows，クライアントはWindows相当のOSを搭載すること。
(3) 必要⼗分なセキュリティ機能を搭載するシステム
必要⼗分なセキュリティ機能を搭載することを条件に，将来的には，外部ネット
ワ―クを通じて，異なる医療施設間でも患者診療情報を交換できるように，今回
導⼊するシステムにおいてXML形式によるデータ出⼒が可能なこと。
(4) 作業能率の向上を実現する⽔準を有するシステム
全ての端末は，ネットワークに接続されるものとし，⼊出⼒業務の応答速度は，
病院業務を円滑に遂⾏し，かつその作業能率の向上を実現する⽔準を有するもの
で，ピーク時においても基本的に３秒以内を⽬標に⽀障がないようにすること。
(5) 発⽣源データ⼊⼒に基づくシステム
システムは，各部署より発⽣源で⼊⼒されたデータを各サーバで管理すると同時
に必要な部署の端末及び各システムで即時対応が可能であること。
(6) 操作性の簡便化を図るシステム
端末⼊出⼒操作を容易にするため，操作画⾯及び操作説明等のヘルプ機能をウィ
ンドウ形式または同等以上の最新のＧＵＩ機能（Graphical User Interface：グ
ラフィカルユーザインターフェース）で提供すること。
(7) 24時間運⽤のシステム形態について
システムの処理形態は，クライアントサーバによる分散処理を全⾯的に採⽤し，
24時間運⽤の院内情報サービスを実現し，⽇次，⽉次処理においても⽀障を来
さないような構成を採⽤すること。
(8) システム化の対象業務及び実施時期について
システム化対象業務及び実施時期は，新システムの初期計画の段階で各担当者と
⼗分な協議を⾏って決定することとし，請負者は病院の運⽤及び要望に対して，
柔軟に，かつ迅速・的確に対応できること。
(9) マスタ設定について
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各システムのデータベースのマスタ等は，各クライアントで設定できること。
(10) データベースについて
データベースはＲＤＢ（relational database：リレーショナルデータベース）を
採⽤して，診療情報の効率的な格納と利⽤を実現し，カルテ情報は常時10年以
上保持すること。
(11) 情報の保持期間について
各システム単位に必要となる情報の保持期間に関しては，原則５年とするが，詳
細については別途協議の上で決定し即時対応可能な状態で保持すること。
電⼦カルテシステムのデータについては、現⾏システムに蓄積されている７年分
と新システム稼働後７年分の計１４年分を常時参照・追記できること。
(12) ネットワークについて
各種ネットワーク，その他院内のシステムとのオンライン情報交換が可能である
こと。但し，その際のセキュリティには充分に配慮すること。
(13) 障害発⽣時について
① 故障や停電等の障害発⽣時においても，全病院業務の遂⾏に⽀障を及ぼす影
響は最⼩限で，復旧時の保守管理操作が容易なシステムであること。
②

障害が発⽣した場合は，原因追求を⾏うとともに，迅速かつ的確にその対策

を講じ，結果を報告すること。
(14) データのバックアップについて
① データのバックアップは⾃動で⾏うことができること。
②

障害時等にはバックアップ時点までデータの回復が可能なこと。

③

データベースについては，障害発⽣直前の同期点（コミットポイント）まで

回復が可能なこと。
(15) サーバについて
① 電⼦カルテ及び医事会計システムのサーバは⼆重化し，24時間稼働に耐え
得るシステムであること。
②

サーバのディスク装置に関しては，全てディスクアレイ⽅式（disk array：

データの分散記録)によりディスク障害による業務の停⽌を防⽌できること。
(16) クライアントについて
汎⽤性と安全性を考慮し，電⼦カルテのクライアントはWindows同等以上の仕
様であること。
(17) セキュリティ管理について
セキュリティ管理のため，業務開始時にオペレータIDとパスワード⼊⼒により端
末利⽤者の資格チェックが可能なこと｡
３．３

その他の条件

(1) 開発、更新体制について
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システム設計・開発にあたっては，院内全部⾨にわたる業務に精通した経験豊富
なSE体制を編成すること。
①開発要員は，本システムの設計・開発に必要な知識，技術と実務経験を持ち，
本システムの効率的な開発に貢献できること。
②開発作業全体の指揮命令とプロジェクト管理を⾏うプロジェクト・リーダーを
１名置くこと。
③本システムの開発が完了し安定稼働するまでの間，プロジェクト・リーダーは
専任とし，死亡・退職等やむを得ない場合を除き，変更できないものとする。
④プロジェクト管理に係る公的な資格もしくは，それと同等の知識・経験及び医
療情報技師の資格を有すること。
(2) 開発、更新作業について
①実際の開発作業にあたっては，本院と事前に打合せのうえ開発作業を進めるこ
と。
②開発計画の対象業務の遂⾏に必要な全ての業務ソフトウェア（アプリケーショ
ンプログラム）は，請負者の負担によって提出すること。
(3) 法令改正対応について
システムの内容に関する法令改正（薬価改正を含む）は，請負者の責任において
ソフトウェア等の改造を法令改正施⼯前に完了することとし、保守費の中に，改
定作業費⽤を含めることとする。
(４) 現在稼働しているシステムに蓄積されたデータは、新システム稼働⽇前⽇のデー
タを含めて全てを完全に移⾏し、新システム稼働⽇までに移⾏を完了することを
必須条件とする。当院による補完⼊⼒は⾏わない。
新システムとは、本要件仕様書で調達するシステムを指す。
(５) 応札者⾃⾝が、提案システムと同等の電⼦カルテ・医事システムを熊本県内の複
数の⾃治体病院へ納⼊し、かつ現在もサポートしている実績を有していること。
（外注・協⼒会社の実績は⼀切認めない。）
(６) 応札者は、熊本県内に⾃社の拠点を有していること。
３．４

更新システム

(1) 電⼦カルテシステム（診察順案内システム含む）
＊以下のシステムについては電⼦カルテ・医事システムと接続し、必要なデータ連携を
すること。
(2) 医事会計システム
(3) ⾃動再来受付システム
(4) 看護勤務管理システム
(5) グループウェア
(6) 処⽅チェックシステム
(7) 栄養管理システム
(8) 健診システム
(9) 検体検査システム
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
３．５

調剤システム
⽿⿐科眼科カルテ・ファイリングシステム
リハビリ管理⽀援システム
ウィルスチェック
放射線情報システム
診療情報管理システム
医療機器管理システム
ネットワーク認証システム（LAN⼯事含む）

＊上記のシステムと接続すること

連携システム

＊以下のシステムについては電⼦カルテ・医事システムと接続し、必要なデータ連携を
すること。
(1) 診察順案内システム
(2) 医事会計システム
(3) ⾃動再来受付システム
(4) 看護勤務管理システム
(5) 処⽅チェックシステム
(6) 栄養管理システム
(7) 検体検査システム
(8) 調剤システム
(9) ⽿⿐科眼科カルテ・ファイリングシステム
(10) リハビリ管理⽀援システム
(11) ウィルスチェック
(12) 放射線情報システム
(13) 診療情報管理システム
(14) カード発⾏機
(15) 診療案内板表⽰システム
(16) ⻭科電⼦カルテシステム
(17) 内視鏡画像管理システム
(18) 循環器動画像システム
(19) ファイルメーカーシステム
(20) ネットワーク認証システム（LAN⼯事含む）
(21) 会計順番表⽰システム
３．６

＊上記のシステムと接続すること

電⼦カルテシステム構築要件

電⼦カルテシステムは、次の設計コンセプトに基づいて構築すること
(1) 電⼦カルテシステム
「電⼦カルテシステム」は診療端末／電⼦カルテサーバシステムに加えて，病院
内の各部⾨業務を⽀援するシステムを導⼊し，それぞれが相互に必要情報を交換
することとする。
(2) 電⼦カルテシステムサーバ
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①

診療情報を格納する電⼦カルテサーバシステムでは，所⾒／オーダ情報など

の⽂字テキスト情報

はもとより医⽤画像情報などマルチメディア情報が格納で

きるものとする。
②

不慮のシステム停⽌に伴う診療業務の中断を防⽌する為，ハードウェア構成

の２重化を⾏い，⼀⽅を運⽤系，もう⼀⽅を待機系とし，運⽤系がハードウェア
障害等で停⽌した場合には，⾃動的に待機系に切り替わるような⽅式とする。
(3) データのバックアップ運⽤
システムの不慮の停⽌時において，データベースが破壊される可能性はゼロでは
ないので，毎⽇のデータバックアップ運⽤を必須とする。バックアップ処理中は
電⼦カルテサービスの中断を伴わないようなシステム⽅式を採⽤する。
(4) 真正性の確保
「電⼦カルテシステム」では，厚⽣労働省の通達にあるとおり，診療記録として
の真正性を保証する必要があり，そのためには過去データの改ざん防⽌策が必須
となる。従って，「電⼦カルテシステム」では，過去データの改ざん防⽌策とし
て以下の⽅策を実施すること。
①

過去データを含めて，「電⼦カルテシステム」に⼊⼒された診療記録を修正

／削除する場合，修正／削除前の情報も保存し，どのような変更が加えられたか
を画⾯上で判別可能とすること。
②「電⼦カルテシステム」への⼊⼒を⾏った場合には，その⼊⼒者が判別できる
よう，アクセス記録を保持すること。
③

例えば，医師以外の職員が所⾒情報や処⽅オーダを⼊⼒できないように職能

ごとの利⽤権限設定を⾏うこと。
３．７
(1)

(2)

システム上の信頼性対策
サーバについて
①電⼦カルテ及び医事会計システムのサーバを⼆重化すること
②全てのサーバーの電源装置を⼆重化し、サーバーとＵＰＳを1対1で設置する
こと
③全てのサーバのDISKは、RAID1+Hotspare構成を原則とする。
バックアップについて
①全てのサーバーにバックアップ⽤の装置を装備すること。
②バックアップタイミングは，⽇次処理とすること

４．システム本稼働
４．１病院総合情報システム本稼働時期
(1) ２０２１年１１⽉
５．物品名及び構成内訳
電⼦カルテシステム
（構成内訳）
５．１ ハードウェア

⼀式
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(1) 「３．４

更新システム」記載のシステムを円滑に稼働させる上で必要なハード

ウェアを導⼊すること
(2) サーバ
必要数
(3) クライアント端末
（サーバーに付随する端末やシステム管理／保守等に必要な端末は、クライアン
ト端末とは別に必要数を導⼊すること）
・設置場所／⽤途／各端末で使⽤するシステム／ライセンス数は、別紙のとおり
とする
(４) 周辺機器
・設置場所／⽤途／各端末で使⽤するシステム／ライセンス数は、別紙のとおり
とする
５．２ ハードウェア要件仕様
1.

サーバ
(1) サーバ機器の構成・スペックについては、「３．４

更新システム」記載のシス

テムを円滑に稼働させる上で必要なハードウェアを導⼊すること
(2) 最新の機種で構成することを基本とすること。また、契約時および導⼊時にさら
に新しい機種が販売されている場合は、病院側と協議のうえ、要件を満たすこと
を条件に新機種を納⼊すること。
(3) システムは、常に安定したレスポンスで稼動できるだけのシステム資源・構成で
あること。
(4) オペレーティングシステムは極⼒最新のバージョンを使⽤すること
(5) 全てのサーバーの電源装置を⼆重化し、サーバーと無停電電源装置を1対1で設
置すること。
(6) 無停電電源装置からの信号により停電を感知し、⾃動的に正常なシステム停⽌の
制御を⾏えるソフトウェアを有すること。
(7) 全てのサーバは、RAID1+Hｏｔｓｐａｒｅ構成とする。
(8) 電⼦カルテ・看護⽀援・医事システム⽤のサーバーは、ホットスタンバイ構成と
すること。
(9) 内蔵DVD-ROM装置を有すること。
(10) 1Gbpsのバンド幅を持つ1000BASE-Tインタフェイスを2ポート以上装備してい
ること。
(11) 19インチラックマウントモデルのサーバであること。
(12) ・サーバーラック1台に対して、ＫＶＭスイッチ／ラックコンソール／ＨＵＢ
（ラック搭載型）を各１台ずつ搭載すること
(13) セキュリティおよび環境性を考慮し、キーロックを標準装備するサーバであるこ
と。または、サーバラックの格納においてラックにキーロックがあること。
(14) 提供されるマニュアルは全て⽇本語化されていること。
(15) システム及びデータのバックアップができること。
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(16) データのバックアップ時にはシステムを停⽌することなくバックアップができる
こと。
(17) システム運⽤管理機能を有し、24時間⾃動運転及びスケジューリングを実現す
ること。
(18) ハードウェアの異常や故障の予兆を検知し、指定された者に対してメールで通知
する機能を有すること。
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

サーバリソースのパフォーマンス監視や消費電⼒の監視機能を有すること。
必要に応じたサーバラックを⽤意すること。
サーバ室の状況に応じたラック配置を⾏うこと。
エアフローを考慮したサーバ設置を⾏うこと。
サーバ、およびＵＰＳについては、24時間365⽇対応（当⽇訪問修理）のハード
保守5年間分を含めること。

2.

クライアント端末
(1) 電⼦カルテ⽤のクライアント端末は下記要件を満たすこと。
(2) 部⾨システム⽤のクライアント端末は各部⾨システムベンダーから指⽰された端

末スペック及び付属品、ソフトウェア等を準備すること。
2.1
デスクトップパソコン
(1) クライアント端末は、２３．８型ワイド以上の画⾯サイズの液晶ディスプレイを
採⽤すること。
(2) クライアント端末において、UＳＢなど外部からデータを抽出できるデバイスを
(3)
(4)
(5)
(6)

任意にロックできるような設定が⾏えること。
OSはWindows10 Professionalを使⽤すること。
CPU性能はintel Corei3−9100プロセッサ3.6GHz相当以上であること。
メモリ容量は8GB以上実装すること。
1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-TのLANインターフェイスに対応するこ

と。
(7) キーボードとUSB光学マウスを装備していること。
2.2
ノートパソコン
(1) ノート端末は、１５．６型ワイド（フルHD）以上の画⾯サイズの液晶ディスプ
レイを採⽤すること。
(2) クライアント端末において、UＳＢなど外部からデータを抽出できるデバイスを
任意にロックできるような設定が⾏えること。
(3) OS:Windows10 Professionalを使⽤すること。
(4) メモリ容量は8GB以上実装すること。
(5) 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-TのLANインターフェイスに対応するこ
(6)
(7)
2.3
(1)
(2)
2.3

と。
IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応した無線LAN機能を装備していること。
JIS標準配列キーボード（テンキー付）とUSB光学マウスを装備していること。
液晶ペンタブレット
WACOMペンタブレット型モニタ相当（23.8型フルＨＤ）
表⽰部は、23.8型フルＨＤであること
周辺機器
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(1) プリンター、バーコードリーダ、その他周辺機器については、各システムを効率
良く業務遂⾏できるよう必要な機器及び数量を調達すること。
(2) 調達にあたっては、当該システムに適した最新の仕様において提供すること。
５．２

ソフトウェア

(1) 「３．４

更新システム」記載のシステムを円滑に稼働させる上で必要なソフト

ウェアを導⼊すること。
システムの仕様は、「Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件」を完全に満たすこ
と。
(2) 医療辞書として、各クライアントにATOK Medical及び医学辞書をインストール
すること。
(3) ウイルス対策ソフトを各ハードウェアにインストールし、⾃動でアップデートす
る仕組みを構築すること。
(4) 医事システムを使⽤するクライアント、管理端末にはMS
トールし、他のクライアントにはMS

Oﬃce Proをインス

Oﬃce Standardをインストールするこ

７．⼊札⾦額含める範囲
(1) 本要求仕様書を満たす上で必要な全てのハード、ＯＳ、ミドルウェア、業務ソフ
トウェア（アプリケーションパッケージ）、各種作業。
＊電源は既設を使⽤する。増設や改修が必要な場合は、当院が対応するので申し
出ること。
＊サーバー室内の分電盤からサーバーラック搭載機器までの電源ケーブル敷設は
応札者が実施すること。サーバー室内の分電盤の増設・改修が必要な場合、当院
が対応するので申し出ること。
(2) ネットワーク⼯事
＊電源は原則既設を使⽤する。増設・改修が必要な場合、当院が対応するので申
し出ること。
(3) 撤去機器の解体及び保管スペースへの移設
＊既存機器の撤去については適正な処理を⾏い、当院指定の場所に移動するこ
と。
(4) 納⼊機器類の梱包材の回収と廃棄
＊梱包材の回収と廃棄は適正な処理を⾏い、落札業者負担で⾏うこと。
(5) 本調達物品の搬⼊、据付、調整に係る経費は落札業者負担で⾏うこと。
８．その他
８．１ 技術仕様書に係る留意事項
(1) 提案する機器・ソフトウェア（パッケージを含む）は、提案時点で原則として製
品化されていること。提案時点で製品化されていない場合には、技術的要件を満
たすことの証明及び納⼊期限までに製品化され納⼊できることを保証する資料を
提出すること。これらは、全て書⾯により提出すること。
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(2) 提案システムのうち、納⼊期限までにバージョンアップが予想されるハードウェ
ア⼜はソフトウェアがある場合、その予定時期等を説明し、納⼊については本院
と協議の上、合意のもとで対応すること。
(3) その他本仕様書に掲載されていない事項について、疑義が⽣じた場合は、病院職
員と協議することとする。
(4) 今回更新するすべてのシステムにおいて、現在接続している機器やシステムとの
連携を⾏うこと。

８．２

導⼊に関する留意事項

(1) 導⼊・設置スケジュールについては、病院職員と⼗分協議し、そのスケジュール
に従い完了させること。
(2) 機器搬⼊、設置、配線、接続に伴う⼯事等について、診療業務に⽀障をきたさな
いよう⼼がけ、事前に協議し、病院職員の指⽰に従うこと。
(3) 新型コロナウイルス対応として以下の項⽬を実施すること
＊新型コロナウイルス発⽣時における対応体制を提出すること。
＊⽇々の健康観察を実施すること。（体温、体調等の確認）
＊マスクの着⽤と⼿指消毒を徹底すること。
＊新型コロナウイルス罹患者発⽣時、病院へ⾄急報告すること。
(4) 病院内導⼊作業は必要最⼩限の⼈数で⾏うこと。また、リモート作業や⾃社内で
作業を⾏うなど⼯夫を⾏うこと。

８．３

障害⽀援体制、保守

(1) 障害時の連絡対応は２４時間体制であること。かつ、診療の継続にかかわる障害
の場合は２４時間対応であること。
(2) 機器搬⼊、設置、配線、接続に伴う⼯事等について、診療業務に⽀障をきたさな
いよう⼼がけ、事前に協議し、病院職員の指⽰に従うこと。
８．４

以下については当院より提⽰・貸与するので、その内容に従うこと。

(1) 機器設置場所（平⾯図プロット）
(2) 機器⼀覧（主な内容は下記のとおり）
・設置場所
・⽤途
・各クライアントで使⽤するシステム種
・ライセンス数
・端末名
・ＩＰアドレス
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(3) 開発室・机・椅⼦
（必要な広さ・数量を申請すること。開発室内のLANケーブル・電源延⻑ケーブ
ルは応札者が敷設し、プロジェクト終了後は回収すること。
(4) キッティングスペース（必要な広さを申請すること）
(5) 機器保管スペース（必要な広さを申請すること）
(6) 撤去機器の保管スペース（撤去対象機器は、当院がシールを貼付する）
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Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件
業務ソフトウェアに関し、以下の業務仕様を満たすこと
１．電⼦カルテシステム
１．１電⼦カルテ（看護⽀援含む）システム機能要件
1.
1.1

(1)
(2)
(3)
(4)

利⽤者認証機能
利⽤者ID認証
システムを利⽤する際，利⽤者ID及びパスワードチェックについて，下記の項⽬
でチェックを⾏い，利⽤者を認証できること。
利⽤者IDの存在チェック
利⽤者パスワードの照合チェック
利⽤者パスワードの有効期限チェック、開始⽇チェック
利⽤者IDによる権限チェックを実施し，業務メニューの限定，表⽰情報の限定な
どセキュリティ／プライバシーに⼗分考慮したシステムであること。また，患者
ID単位でのアクセス権限設定ができること。

(5)

利⽤者認証は当院の設定でリトライ回数の設定が⾏え、リトライ回数が越えた場
合は⾃動的にシステム終了する機能を有すること。

1.2
(1)
(2)

利⽤者変更
現在，ログイン中の利⽤者からログオフせずに別の利⽤者がログインできるこ
と。
利⽤者を変更してログインする際にも、利⽤者ＩＤの存在チェック／利⽤者パス
ワードの照合チェック／利⽤者パスワードの有効期限チェックができること。

1.3
(1)
(2)
(3)
(4)

システムの初画⾯について以下の機能を有すること。
掲⽰板機能を持ち，院内情報を表⽰できること。
起動システムの選択ができること。
システム終了ボタンを有し，システムの終了ができること。
電源切断ボタンを有し，クライアントの電源を切断できること。

2.

患者選択機能
患者を選択する画⾯はあらゆる状況を考慮し，受付患者⼀覧（外来），予約患者
⼀覧（外来，部⾨），カナ患者検索（⼊外共通），病棟患者⼀覧（⼊院：⽂字列
表⽰），病棟患者マップ（⼊院：イメージ表⽰），救急患者⼀覧より患者を選択
できること。
受付状態など条件を検索条件として利⽤者ごとに保存できること。

2.1

受付患者⼀覧
1

電子カルテシステム

(1)

受付⽇，診療科，Dr名，予約有無，受付状態等による患者⼀覧の表⽰ができる

(2)

こと。
受付患者⼀覧の内容は初診（再診の場合は表⽰なし），受付番号，予約時間，受
付時間，患者ID，患者⽒名，性別，年齢，⼊外，診療科，受付状態，経過時間，
当⽇検査結果到着状態，予約時コメント，新患再来区分等を表⽰できること。

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

受付⼀覧印刷ができること。
受付⼀覧からの患者カルテ表⽰ができること。
受付状態の変更ができること。
経過時間欄において、経過時間に応じて背景⾊・⽂字⾊の変更ができること。
患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。
到着確認ができること。
患者基本スケジュール印刷ができること。
予約票印刷ができること。
検索条件の保存，削除ができること。
受付患者⼀覧は，表⽰項⽬毎に昇順降順での表⽰ができること(受付番号順，受

付時間順など）。
(13) ⼀覧内容がCSVなどのファイルに加⼯できること。
(14) 診察状態には，未受付，来院済，問診中，問診済，到着済，診察中，診察終了，
診察⼀時中断，会計済といったステータスを表⽰できること。
(15) 検査結果到着がわかるように，記号にて依頼，⼀部実施，全部実施，結果到着と
(16)
(17)
(18)
(19)

いった進捗状況を表⽰できること。
⼀覧からカルテを選択できること。
保険情報の変更ができること。
⼀覧からカルテを開くことなく検査歴を参照できること。
⼀覧に表⽰される内容は⾃動リフレッシュ機能を持ち，かつ⾃動リフレッシュ機
能のON/OFFを設定できること。

2.2
(1)

予約⼀覧
予約⽇，診療科（または検査グループ），Dr名（または検査予約枠名）による
患者⼀覧の表⽰ができること。

(2)

予約患者⼀覧は予約時間，患者ID，患者⽒名，電話番号，性別，オーダの発⾏

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

者，オーダの責任者，依頼⽇，コメントを有すること。
予約⼀覧印刷ができること。
⼀覧からの患者カルテ表⽰ができること。
患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。
検索条件の保存，削除ができること。
予約患者⼀覧は，表⽰項⽬毎に昇順降順での表⽰ができること(患者指名順，予
約時間順など）。

(8)
(9)

⼀覧内容がCSVなどのファイルに加⼯できること。
予約⼀覧検索期間による検索表⽰ができること。
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(10) 同時に検索する条件として予約の種別を複数指定できること。
2.3
(1)

カナ患者検索
カナ⽒名，漢字⽒名，性別，⽣年⽉⽇による患者検索及び患者⼀覧の表⽰ができ
ること。

(2)
(3)

カナ⽒名，漢字⽒名の前⽅⼀致、部分⼀致による検索ができること。
検索条件の該当患者⼀覧表⽰内容は患者ID，患者カナ⽒名，患者⽒名，性別，⽣
年⽉⽇，年齢，電話番号を有すること。

(4)
(5)
(6)
(7)

検索条件の該当患者⼀覧印刷ができること。
検索条件の該当患者⼀覧からの患者を選択し，カルテ選択ができること。
患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。
最近の移動情報を表⽰でき，現在の⼊院病棟及び最近の退院情報を参照できるこ

(8)

と。
検索条件の保存，削除ができること。

2.4
(1)

病棟患者⼀覧
病棟，診療科，主治医，担当医，受持看護師による患者⼀覧の表⽰ができるこ

(2)

と。
⽇付を変更することで過去⽇及び未来⽇時点の病棟患者⼀覧を表⽰することがで

(3)

きること。
病棟患者⼀覧表⽰内容は病棟，病室，診療科，患者ID，患者⽒名，性別，年齢，

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

主治医，担当医(5⼈），受持看護師を有すること。
病棟患者⼀覧印刷ができること。
病棟患者⼀覧からのカルテ選択ができること。
患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。
病棟患者⼀覧に在院⽇数を表⽰できること。
検索条件の保存，削除ができること。
病棟患者⼀覧は，表⽰項⽬毎に昇順降順での表⽰ができること(患者指名順，病

室順など）。
(10) ⼀覧内容がCSVなどのファイルに加⼯できること。
(11) 病棟患者⼀覧から経過表連携できること。
2.5
(1)
(2)

病棟マップ（⼊院：イメージ表⽰）
病棟指定により患者を病棟イメージ図に表⽰ができること。
⽇付⽇時を過去⽇や未来⽇に変更することにより，その時点での病棟イメージ図

(3)

（以下病棟マップ）内の患者名をシミュレーション表⽰ができること。
患者の適正な配置のために病棟における患者移動のシミュレーションできるよう
に，病棟マップからドラッグ及びドロップで病棟内での患者移動をシミュレー
ションができること。
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(4)

患者をマウスにより選択することで患者基本情報が表⽰できること(患者ID，患
者カナ⽒名，患者⽒名，年齢，⽣年⽉⽇，性別，診療科，⼊院⽇，在院⽇数，主
治医，担当医，受持看護師，⼊院⽬的など）。

(5)
(6)
(7)

病室単位に男性/⼥性，混合，感染症の⾊分け表⽰ができること。
病棟マップ上での患者所在検索ができること。
画⾯のリフレッシュ(データのリフレッシュ）を⾃動か⼿動か選択できること。

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

患者マップ，⼊院予約，空床ベッドの表⽰ができること。
病室タイプごとの空床検索ができること。
患者のパス適応状態が表⽰できること。
病棟内のパス適⽤中の患者が⼀⽬で確認できること。
ベッド重複使⽤時の予備ベッド表⽰ができること。
病棟において，看護師が⼊院患者数を確認しながら業務を⾏えるように⼊院患者
数・稼働率が表⽰できること。

(14) 病棟マップ上に、正常新⽣児をリスト表⽰することができること。当リスト上に
は、新⽣児室に⼊室中の新⽣児および⺟⼦同室の新⽣児の両⽅が表⽰され、所在
により判別できること。
(15) 病棟マップ上の新⽣児室ボタン押下により、正常新⽣児⼀覧が表⽰されること。
当⼀覧上には、
新⽣児カナ⽒名、新⽣児⽒名、ＩＤ、⽣後⽇数、⽣年⽉⽇、性別、⺟親⽒名が表
⽰できること。
(16) 正常新⽣児表⽰部分にマウスポインタを合わせることで詳細情報をバルーン表⽰
可能なこと。バルーンには、⽣後⽇数、⽣年⽉⽇、⼊床⽇、⺟親⽒名、ＩＤ、⽒
名、カナ⽒名、部屋種別、性別、在室⽇数が表⽰できること。
(17) 新⽣児が⺟⼦同室の場合、病棟マップ上に新⽣児マークが表⽰され、⺟⼦同室で
あることが分かること。
(18) ⼆⼈以上の新⽣児が⺟⼦同室状態の場合は新⽣児マーク上に⼈数が表⽰され、複
数⼈⺟⼦同室状態であることが容易に分かること。
2.6
(1)
(2)

救急患者⼀覧
救急受付を⾏った患者を⼀覧表⽰できること。
⼀覧表⽰内容は受付⽇，受付番号，受付時間，終了時間，患者ID，患者⽒名，診
療科，診察状態，当⽇検査結果到着状態，トリアージ区分，来院⽅法，転帰区分
等を有すること。

(3)
(4)
(5)

⼀覧印刷ができること。
⼀覧からの患者カルテ表⽰ができること。
患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。
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(6)
(7)

検索条件の保存，削除ができること。
救急患者⼀覧は，表⽰項⽬毎に昇順降順での表⽰ができること(患者指名順，来

院区分順、トリアージなど。
(8) 救急患者⼀覧より，受付状態，トリアージの登録ができること。
(9) 救急患者⼀覧より，受付情報の変更，削除ができること。
(10) 本⽇の救急患者だけでなく，前⽇の救急患者も表⽰できること。
(11) 救急患者⼀覧から選択したカルテについては，救急専⽤の救急記録カルテが起動
し，事後に確認する際に明確に区分して認識できること。
(12) 患者基本スケジュール印刷ができること。
2.7
(1)

診察振分⼀覧
外来業務の効率化のために、当⽇予約の患者や初診、初療の患者の診察室への振
分けをする機能を有すること。また、外来混雑時にある診察室へ振分けていた患
者を別の診察室へ振り分け、予約変更する機能であること。なお、振分けた患者
を⼀覧表⽰できること。

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

各ブロックにおける受付情報の表⽰ができること。
各ブロックに属する予約枠毎に状況の表⽰ができること。
各ブロックにて受付患者の診察振分けができること。
診察振分けを⾏う際に直近の予約情報を⾃動的に取得できること。
患者の診察ステータスを把握し、効率的な誘導ができるように、「未受付、来院
済、問診中、問診済、到着済、診察中、診察終了、診察⼀時中断、会計済」など
の現在の診察ステータスを⾃動的に更新し、表⽰できること。

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
2.8
(1)
(2)

患者の誘導を正確に実施するために、診察ステータスの変更ができること。
ブロック受付機能として患者到着確認ができること。
診察振分⼀覧からカルテを開けること。
患者ID番号直接⼊⼒によるカルテ表⽰ができること。
ブロック、予約パターンによる検索ができること。
検索条件が利⽤者毎に保存ができること。
検索条件を利⽤者の操作により、初期設定の検索条件に戻すことができること。
利⽤者毎に保存された検索条件が利⽤者の操作により、削除ができること。
患者基本スケジュール（当⽇の診察スケジュール）の印刷ができること。
振分対象⽇付を選択できること。
振分先診察枠の進捗ステータス別⼈数表⽰ができること。
ドラッグアンドドロップによる診察振分ができること。
予約患者は予約オーダ情報と連携し、予め各診察医ごとに予約表⽰されること。
振分先診察枠の患者⼀覧表⽰ができること。
カルテ選択患者⼀覧
該当利⽤者が当⽇もしくは前⽇に選択した患者を⼀覧表⽰できること。
カルテ選択⽇時の降順でソートされて表⽰されること。
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2.9

(1)

⼀覧から患者のカルテを開けること。
⼀覧から患者の検査歴を起動できること。
⼀覧から患者の経過表を起動できること。
⼀覧の印刷ができること。
⼀覧をファイル出⼒できること。
検索条件を利⽤者ごとに保存できること。
患者モード選択
患者を選択しカルテ画⾯を表⽰する際にあらゆる状況を考慮し，下記の機能を有
すること。
患者のカルテを開き記載する前に患者ＩＤや⽒名が表⽰され、カルテ取り違いを
防⽌する機能を有すること。

(2)

カルテ記述，カルテ参照，事後カルテ⼊⼒，看護記録，救急記録カルテを選択で

(3)
(4)
(5)
(6)

きること。
カルテの外来／⼊院，診療科，病棟，適⽤保険を選択できること。
対⾯診察，電話診察，診察外の診察区分を選択できること。
外来診察時のみ初診／再診の区分を選択できること。
他の端末で当該患者のカルテが使⽤中の場合，端末ID,使⽤中の利⽤者／連絡先

(7)
(8)

を表⽰できること。
カルテの閲覧履歴を表⽰できること。
患者に対するメッセージが存在する場合，下部にメッセージを表⽰して注意を促
すことができること。

(9)

VIP登録された患者の場合，VIPパスワード⼊⼒画⾯を表⽰できること。

(10) 複数受付レコードがあるとき，対象レコードを選択することができること。
(11) 呼出元(各患者⼀覧）によるデフォルト⼊外，診療科，病棟設定ができること。
(12) カルテの閲覧について，書き込み可・不可の制限をかけられること。
(13) 患者に救急時などに発⾏された仮ＩＤで作成されたカルテが存在している場合は
警告表⽰ができること。

(14) 患者と関連づけ（親族など）された患者がいる場合は警告表⽰ができること。
(15) 同姓同名カナ⽒名の患者が存在している場合は警告表⽰できること。
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(16) カルテ取り違いを防⽌するために同姓同名患者を⼀覧で表⽰し、カルテを開く前
に患者を識別できること。
(17) 患者にアレルギーがある場合、それを警告するメッセージを表⽰すること。

3.

カルテ基本
安全性向上の観点から，電⼦カルテにおいて，患者名を表⽰しているウィンドウ
が表⽰されていること。またそのウィンドウには患者⽒名のほか基本情報・注意
事項（アレルギー・感染症情報，等）が表⽰できること。

3.1
(1)

編集機能
SOAP表記によるカルテ⼊⼒・表⽰ができること。

(2)

フリー⼊⼒によるカルテ記載ができること。

(3)

記載⽇，記載者(職制，⽒名），診療科，病棟，保険，版数の表⽰ができるこ

(4)

と。
代⾏⼊⼒した場合、代⾏者と責任者の表記が明記されていること。

(5)

⼊外，記載⽇，診療科，病棟，保険の変更ができること。
※記載⽇については、事後でカルテ記載を⾏う場合に可能。

(6)

診療⽀援ツール(テンプレート，シェーマ等）の起動，情報貼付，表⽰等ができ
ること。

(7)

各オーダツール（処⽅、検査など）の起動、情報貼付、表⽰ができること。

(8)

コピー＆ペーストができること。

(9)

⽂字の修飾(拡⼤・⾊付け・太字など）が１⾏単位だけでなく、１⽂字単位でも
可能なこと。

(10) シェーマ選択時にプレビュー表⽰ができること。
(11) 貼り付けられたシェーマとコメントの縮⼩拡⼤表⽰ができること。
(12) オーダ，テンプレート等の縮⼩表⽰ができること。
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(13) テンプレート作成は紙の問診票の様に選択肢や数字⼊⼒欄，⾃由記⼊欄などを⾃
由にレイアウトすることができること。
(14) プログレスノート，看護記録，栄養指導記録、レポート記録など種類を分けて登
録できること。
(15) エディタに展開したオーダの項⽬削除を⾏うことができること。また，削除項⽬
にオーダとして不整合がある場合は，チェックをかけられること。
(16) 利⽤者情報（ID，⽒名，前回ログイン情報など）の表⽰ができること。
(17) 利⽤者情報(パスワード，画⾯展開情報など)の変更・設定ができること。
(18) 開いている患者カルテの情報（患者⽒名，性別，年齢，⼊外，病棟，モード）が
常に表⽰できること。
(19) 5名同時にカルテが開けること。
(20) カルテの取り違えを防⽌するために，同時に開いている患者名の⾊分け表⽰がで
きること。
(21) カルテ記載に使⽤する各種機能ツールの呼出ができること。
(22) カルテ保存時に依頼箋・オーダ控え・基本スケジュールなど印刷ができること。
依頼箋・オーダ控え・基本スケジュールは任意のタイミングで印刷ができるこ
と。
(23) システム操作⽀援のために，使⽤中のツールに関するヘルプ画⾯が起動できるこ
と。
(24) 診療に使⽤する各種機能ツールがお気に⼊りとして利⽤者毎に２０個以上登録で
きること。
(25) 診療に使⽤する各種機能ツールの最近使ったツールとして履歴表⽰し，また呼出
しできること。
(26) 専⽤ツールにおける選択画⾯を介さずに利⽤者がよく利⽤する院内⽂書、テンプ
レート、シェーマ、セットを直接起動できること。
(27) 新規、修正、削除を含めて、⼊⼒データについて最終的にカルテの更新を⾏うま
では、UNDO、全⼊⼒の取り消しができること。
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(28) 業務上よく利⽤するツールの起動メニューを、診療科や職種単位のお気に⼊り
セットとして病院共通のお気に⼊りとして登録、利⽤できること。
(29) 病院共通のお気に⼊りセットは、利⽤者ならびに管理者が業務や職種に応じて⾃
由に選択することができること。
また、選択したお気に⼊りセットは⼀括で⾃分のお気に⼊りとして反映されるこ
と。
3.2

指⽰歴（カルテ歴）
過去カルテを表⽰する領域に関し，下記の機能を有すること。

(1)

改竄を防⽌するために，指⽰歴は版数管理ができること。

(2)

表⽰対象を下記の条件により絞り込み⼀覧表⽰ができること。
a⽇

付…作成⽇，実施(予定)⽇，更新⽇

b 対象⽂書…全て，カルテのみ，オーダのみ，処⽅のみ、検査のみ等
c 診 療 科…各診療科ごと
d病
(3)

棟…各病棟ごと

表⽰⽂書毎に記載⽇，記載者(職制，⽒名），診療科，病棟，更新⽇，更新者，
版数の表⽰ができること。

(4)

最新版のみの表⽰，及び全版数の表⽰切り替えができること。

(5)

旧版数と最新版のカルテの⾊分け表⽰ができること。

(6)

情報の縮⼩表⽰(伝票名のみなど），拡⼤表⽰(⼊⼒された情報すべて）ができる

(7)

こと。
複数⽂書の連続表⽰ができること。

(8)

⽂書状態(未実施，実施済）の表⽰ができること。

(9)

⽂書毎の⾊分け表⽰ができること。

(10) 依頼オーダの実施済の内容が表⽰できること。
(11) 修正したい情報を右クリックすることで，記載内容の修正ツール起動ができるこ
と。
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(12) エディタへのコピーができること。
(13) 指⽰に関し，状態などの⼀定の条件で変更・削除ができないように運⽤にあわせ
てロックタイミングが設定できること。
(14) ロック前の指⽰修正，削除と改版が⾃由にできること。
(15) 旧版数の内容を消し線で表⽰ができること。
(16) カルテ歴の(縮⼩表⽰）簡易表⽰，詳細表⽰，修正・削除表⽰が条件変更できる
こと。
(17) 過去カルテを表⽰する際に，検査結果，各種オーダ等の簡略表⽰ができ，いつ何
をしたかの概要把握ができること。
(18) 過去カルテは「ロールペーパー⽅式でのスクロール参照」，「カレンダを表⽰
し，⽇にちごとの参照」のいずれの形式でも表⽰できること。
(19) 表⽰されている過去カルテ内の⽂字列検索ができること。
(20) 利⽤者ごとに検索条件を⾃由に設定できること。また、その検索条件は５個以上
設定可能なこと。
(21) カルテ歴からカルテの控え印刷ができること。
(22) 付箋を表⽰・追加・削除できること。
(23) カルテ歴から退院サマリを参照・修正できること。
3.3
(1)

ナビゲータ
診療録の履歴は、患者に対して診療記録や看護記録の記載があった⽇付のツリー
を表⽰できること。⽇付選択により、当該カルテが参照できること。

(2)

診療録の履歴は、⾃科のカルテと他科のカルテを分け、⽇付単位でツリー表⽰で
きること。⽇付選択により、当該カルテが参照できること。

(3)

検査結果（検査歴・画像等）やレポートがある⽇付を⾃科と全科に分けてツリー
表⽰できること。⽇付選択により、結果が参照できること。

(4)

ツリーの並び順は利⽤者ごとに変更・保存できること。

(5)

詳細な検索条件は利⽤者ごとに条件保存できること。
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(6)
(7)
(8)

利⽤者⾃⾝が記載した内容のみ絞り込みができること。
検索条件に職種を指定して職種別に記載した内容の絞り込みができること。
利⽤者の職種と診療中の診療科（カルテを開いている診療科）向けの検索条件を
院内共通のものとして利⽤できること。

(9)

診療録のツリー履歴を表⽰する際に、オーダ情報だけでなく、所⾒などのカルテ
記載がある場合は、アイコン表⽰すること。

(10) 診療録のツリー履歴を表⽰する際に、初診、再診、⼊院の区別をアイコン表⽰す
ること。
(11) 診療録の履歴には、患者に対して貼り付けられている付箋を利⽤者と院内全体に
分けてツリー表⽰できること。

(12) 対象の付箋を修正・削除できること。
(13) 患者の状況について⼀⽬で把握するために、注⽬したい情報(カルテ記載、検査
結果、オーダー指⽰内容等)を、ワンクリックの操作で表⽰することができるこ
と。
(14) 医師⽤、看護師⽤など職種ごとによく利⽤する検索条件をあらかじめ院内で設定
ができること。
(15) あらかじめ院内で設定した共有の検索条件の使⽤回数が確認できること。
3.4
(1)

付箋機能
重要な情報をすぐに検索できるように、カルテには付箋の貼り付けができるこ

(2)

と。
付箋は複数⾊を利⽤者が任意に選択でき、貼り付けができること。

(3)

付箋は利⽤者が任意にタイトルを付け、貼り付けができること。

(4)

貼り付けた付箋は、当該付箋を設定した利⽤者のみが検索、参照できること。

(5)

貼り付けた付箋は、院内すべての医療従事者が検索、参照できること。

(6)

貼り付けた付箋は、診療録の履歴で管理され、ツリーに表⽰し、すぐに検索でき
ること。

3.5
(1)
(2)

付箋⼀覧
患者の付箋情報を⼀覧形式で確認できること。
⼀覧からカルテを起動できること。
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(3)

過去に貼付されていた付箋について、不必要なものについては権限を有する利⽤

(4)

者によって削除できること。
患者指定の有無を選べること。患者指定をする場合は、患者ID、カナで検索でき
ること。

(5)
(6)
(7)
3.6
(1)

付箋の種別(院内共通、利⽤者)で検索できること。
科別、職種別、作成者別で検索できること。
付箋貼付⽇、付箋タイトルで検索できること。
患者情報
患者基本情報(患者プロファイルの抜粋）の表⽰ができること。漢字・カナ⽒
名，性別，年齢，⽣年⽉⽇，⾝⻑，体重，アレルギー有無，感染症情報，住所，
電話番号，紹介元などについては常に表⽰されていること。

(2)

保険情報の表⽰ができること。

(3)

⾝⻑・体重・アレルギー情報・障害情報・年齢の表⽰ができること。

(4)

受診歴，⼊院歴の表⽰ができること。また、受診歴、⼊院歴から該当⽇付のカル
テを表⽰できること。

(5)

患者の写真を取り込み、表⽰できること。

(6)

患者に同姓同名情報があった場合、アイコンによって警告表⽰できること。ま
た、アイコンから同姓同名患者を⼀覧で表⽰し、患者を識別できること。

3.7
(1)
(2)

患者プロファイル
患者基本情報(詳細）の表⽰・⼊⼒ができること。
⾝体的情報(⾝⻑，体重，感染症など）の表⽰・⼊⼒ができること。また，⾝体
的情報の履歴表⽰及びグラフ表⽰ができること。

(3)

初回、⾝⻑と体重を⼊⼒する際にはあり得ない値を⼊⼒できないように上限値、
下限値のチェックができること。

(4)

⾝⻑と体重を⼊⼒する際に、前回⼊⼒値との差分が⼤きい場合は、注意メッセー
ジを表⽰させ、あり得ない値の⼊⼒をチェックできること。

(5)

⽣活情報(飲酒歴，喫煙歴など）の表⽰・⼊⼒ができること。
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(6)

アレルギー情報(薬剤アレルギー，⾷物アレルギー等）の表⽰・⼊⼒ができるこ
と。⼊⼒された情報が各種オーダ時に，アレルギーチェックがかかるように連携

(7)

されること。
既往情報(既往歴，⼿術歴，薬歴，輸⾎歴等）の表⽰・⼊⼒ができること。

(8)

紹介先，紹介元，かかりつけ医，かかりつけ薬局の表⽰・⼊⼒ができること。

(9)

医事会計システムで登録された，⽣年⽉⽇，住所，緊急連絡先などを表⽰できる

こと。
(10) 家族構成情報の表⽰・⼊⼒ができること。
(11) 家族構成情報を元に家系図の表⽰ができること。
(12) 幼児期情報・⽣活情報・障害情報・⼥性症状の登録・編集が容易にできること。
(13) 当該患者の情報と関連した関連患者番号の登録がでること。（家族など）
(14) 治験情報の表⽰・⼊⼒ができること。
(15) テンプレート⼊⼒や同意書作成などで記載する患者⽒名や⽣年⽉⽇は患者基本情
報として登録されているものを⾃動連携すること。また、アレルギー情報は各種
オーダツールなどで利⽤できること。
(16) 患者に旧姓がある場合、旧姓の登録・編集ができること。
(17) 患者の基本的な情報の編集履歴を参照できること。

3.8
(1)

病名ツール
登録済病名の表⽰（科別，⼊外別，転帰状態別）ができること。

(2)

登録済病名の転帰区分・転帰⽇・レセプト終了年⽉が⼊⼒できること。

(3)

登録済病名の転帰，未転帰などの検索条件をつけて，検索できること。

(4)
(5)

登録済病名の開始⽇を⼀括で変更できること。
病名の新規登録に関し，「⽬次検索(ICD10分類などからの絞り込み)／診療科別
の頻⽤病名リスト／医師別の頻⽤病名リスト／キーワード検索」からの病名選択
ができること。
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(6)

カルテへの病名貼り付けができること。

(7)

医師頻⽤病名の随時登録ができること。

(8)

MEDIS標準病名マスタを反映（更新）できること。

(9)

主病名・守秘病名チェックができること。また，守秘病名は病名を隠した状態で
表⽰できること。

(10) ICD10コードを表⽰及び検索ができること。
(11) 診療科別に接頭語/接尾語のマスタ登録ができること。また，他科の接頭語，接
尾語も参照できること。

(12) 個⼈病名データの真正性を保証するため，病名⼀覧画⾯にて削除病名の表⽰およ
び更新履歴参照ができること。

3.9
(1)

スクリーンセーバー
情報の漏洩を鑑み，離席時に画⾯上の情報が⾒られないようにスクリーンセー
バーをかけ，使⽤中の端末にロックをかけられること。また，スクリーンセー
バーが表⽰された後，⼀定時間を経過すると⾃動的にログアウト処理またはシス
テムの強制終了されること。

(2)

⼀定時間およびログオフするかシステムの強制終了するかについてはマスタなど
で端末毎に⾃由に変更できること。

(3)

スクリーンセーバー起動時には，現在の利⽤者が使⽤している旨がわかるような
表⽰がされること。

(4)

スクリーンセーバーの解除については，ID/パスワードによる認証対応可能なこ
と。

3.10
(1)

モニタ受付
診療科／病棟別オーダ依頼数、オーダ実施数、部⾨受付数の表⽰ができること。

(2)

伝票別オーダ依頼数、オーダ実施数、部⾨受付数の表⽰ができること。

(3)

伝票内患者⼀覧の表⽰ができること。
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(4)

伝票内容（オーダ指⽰内容）の表⽰ができること。

(5)

患者別依頼⼀覧の表⽰ができること。

(6)

実施⽇付範囲での検索ができること。

(7)

患者ID指定での検査ができること。

(8)

オーダ番号指定での検索ができること。

(9)

複数の指⽰を選択して⼀括に印刷／受付／実施ができること。

(10) 指⽰の内容を確認しながら順次印刷／受付／実施ができること。
(11) 受付の取り消しができること。
(12) 再印刷指⽰ができること。

4.
4.1
(1)

予約
再診予約
予約枠（診療科、Dr）の指定による予約⽇時と時間の指定ができること。

(2)

⽇ごとの予約空き状況の⾊別表⽰ができること。

(3)

患者の予約状況表⽰ができること。

(4)

予約枠に対する予約患者⼀覧の表⽰（⽇別）ができること。

(5)

週数（１週後，２週後･･･）指定によるジャンプ機能を有すること。

(6)

フリーコメントが⼊⼒できること。

(7)

再診予約オーダ登録時に予約票を出⼒できること。

4.2
(1)
(2)

予約機能
⽇毎の予約空き状況の⾊別表⽰ができること。
患者の予約状況表⽰ができること。
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(3)

予約枠に対する予約患者⼀覧の表⽰（⽇別）ができること。

(4)

週数（直近，１週後，２週後，１ヶ⽉後，半年後，１年後など）指定によるジャ
ンプ機能を有すること。

(5)

複数枠の同時参照（予約枠グループ単位）及び時間指定ができること。

(6)

複数⽇の連続取得（曜⽇，間隔，回数）ができること。

(7)

予約機能として，縦軸に予約項⽬，横軸に⽉⽇の表⽰（以降予約カレンダ表⽰と
表記）が可能でドラッグ＆ドロップにて予約実施ができること。

(8)

⽇未定の予約ができること。

(9)

予約が必要なオーダのカレンダ表⽰し，まとめて予約をとることができること。
また，右クリックでメニューを呼び出して予約の複写ができること。

(10) 他の検査予約の空き状況を確認しながら，予約オーダの⼊⼒ができること。

4.3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

複数予約表⽰カレンダー
ＣＴ検査など予約検査枠、診察の予約枠の状況を複数表⽰し、閲覧できること。
⽇付変更した場合、表⽰した予約枠が全て連動して再表⽰すること。
表⽰された予約参照画⾯は、設定時間毎に⾃動的に最新化が⾏えること。
表⽰する枠の選択がツール内で簡単に⾏えること。
選択した枠の最下層の枠の変更は簡単に⾏えること。
表⽰する予約枠の組合せを利⽤者毎に登録できること。
午前枠と午後枠が⾒やすいような⼯夫すること。
予約枠が満杯、クリックした枠は⾊が変わって⾒えること。

4.4
(1)

他科依頼
依頼内容の⼊⼒がフリー⼊⼒で⼊⼒ができること。

(2)

他科に対して診察依頼が可能なこと。

(3)

他科の診察依頼に対して返信が可能なこと。

5.
5.1
(1)

チェック
共通チェック
薬品数量チェック（⽇別・週別・⽉別）ができること。
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(2)

薬品・⾏為回数チェック（⽇別・週別・⽉別）ができること。

(3)

同⼀⽇に院内・院外処⽅が混在していないかチェックできること。

(4)

禁忌投与チェックができること。

(5)

院外/院内不可薬品チェックができること。

(6)

不均等総和量チェックができること。

(7)

粉砕チェックができること。

(8)

同⼀薬剤チェックができること。

(9)

同効薬剤チェックができること。

(10) 相互作⽤チェックができること。
(11) 病名関連チェックができること。
(12) 感染症・アレルギーチェック（患者プロファイル）ができること。
(13) 保険⾮適⽤薬品のチェックができること。
(14) 病名必須チェックができること。
(15) 保険有効期限チェックができること。
(16) 指⽰された項⽬（薬品・材料など）の有効期限チェックができること。
(17) 指⽰する注射薬品に対して⼿技の必須チェックができること。
(18) 混在不可薬品がないかチェックできること。
(19) 移動⽇時重複チェックができること。
(20) 移動順序と配膳順序の⽭盾チェックができること。
(21) 退院許可⽇より以降に未実施オーダがないかチェックできること。
(22) 予約の⽇時が重複していないかチェックできること。
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(23) 指⽰できる権限があるかチェックできること。
(24) 各指⽰の締切り時間チェックができること。

6.
6.1

処⽅・注射
処⽅オーダ（外来院外・外来院内・⼊院定期・⼊院臨時・実施済・退院・持参
薬）ができること。

(1)

薬品選択は，科ごとに頻⽤薬画⾯からの選択，薬品名の頭⽂字（カナ・アルファ
ベット）３⽂字以上の検索ができること。

(2)

薬品検索時に、指定した薬品に関連する後発薬品を表⽰できること。また、表⽰
される薬品は「先」「後」の区分にて識別ができること。

(3)

⽤法選択(科別の頻⽤選択，⽤法検索）ができること。⽤法は内服，外⽤，頓
服，回数，時間，粉砕，混合などの選択・⼊⼒ができること。

(4)

コメント選択(マスタ選択，フリー⼊⼒）ができること。

(5)

処⽅⽇数をワンクリックで⼊⼒できること。
処⽅⽇数の定型ボタンは、１４、２１、２８、３０、３５、６０、９０とする。

(6)

過去処⽅の複写機能を有すること。

(7)

前回処⽅を検索し，今回のエディタ上へ貼り付けができること。

(8)

薬剤，⽤法，⽤量を⼊⼒した後でも，院内，院外，定期等の伝票選択ができるこ

(9)

と。
スプレッド上での⼀覧表⽰及び各項⽬の選択機能を有すること。

(10) 処⽅箋印刷ができること。オーダ発⾏時に薬袋印字機，⾃動調剤分包機にデータ
が送信できること。
(11) 各種チェック(⽤法と使⽤量の適合，粉砕可否，併⽤禁忌，アレルギー，極量，
常⽤量，院外・院内の限定，他科オーダを含む重複等）ができること。
(12) 服⽤⽇数チェックができること。
(13) 処⽅に⿇薬が含まれている場合に、⿇薬施⽤者チェックができること。
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(14) 定期処⽅に関して定期処⽅⽇チェックができること。
(15) 特定患者使⽤薬をチェックできること。
(16) 過去の処⽅オーダから複写することができること。また，処⽅歴のオーダ内容を
複写することができること。

(17) 処⽅オーダ画⾯に患者の過去処⽅を表⽰し，複写することで今回の処⽅オーダと
して登録できること。その際，患者過去処⽅は全科の処⽅を表⽰でき，外来・⼊
院共に表⽰することができること。
(18) 処⽅オーダの複写や伝票の切り替えを⾏った際に、YJコードをもとに、成分・規
格⼀致、成分・剤形⼀致、成分⼀致、薬効⼀致を判断し、薬品変更を⾏えるこ
と。
(19) 利⽤者単位での過去に処⽅した薬品の組み合わせを記録（Rp辞書）し、⼀覧か
ら展開できること。
(20) 薬品アレルギー情報を表⽰することができること。
(21) セット処⽅(約束処⽅）を展開できること。
(22) ⼀包化処⽅を指定できること。
(23) 服⽤開始⽇を⾃動展開できること。
(24) 服⽤開始⽇を変更できること。
(25) 投与⽇数を⼀括変更できること。
(26) 複数RPの⼊⼒ができること。
(27) ＤＩ連携による薬効別検索ができること。
(28) 警告を促す為に，⿇薬・劇薬・毒薬・向精神薬等項⽬コード単位での⾊指定がで
きること。
(29) キーボードを使わずにマウスのみで薬品検索が⾏えるよう，バーチャルキーボー
ド機能を有すること。
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(30) 院外処⽅箋出⼒時に，オーダ番号の出⼒ができること。
(31) 院外処⽅箋出⼒時に，版数の印字ができること。
(32) 科別頻⽤薬の選択ができること。
(33) 処⽅オーダ画⾯で患者の⾝⻑，体重を変更したときは患者プロファイル（基本情
報）と連携すること。
(34) 選択した薬品の内服，外⽤などの区分によって⾃動的に適した頻⽤⽤法が表⽰さ
れること。
(35) 処⽅オーダツール起動時の処⽅区分の初期表⽰を、端末毎に設定できること。
(36) 院外処⽅，院内処⽅の切替を処⽅オーダ画⾯でできること。
(37) 服薬指導依頼オーダが出せること。
(38) 経過措置などで薬品変更が発⽣した場合、代⽤薬品に切替える機能を有するこ
と。
(39) オーダに中⽌があった場合には，電⼦カルテから中⽌指⽰ができること。
(40) 設定した任意の⽇数で、外来院外処⽅をロックできること。
(41) 薬剤部が⼊⼒した持参薬報告情報を流⽤し、持参薬処⽅オーダ⼊⼒ができるこ
と。
(42) 持参薬処⽅を院内の処⽅に複写する際に、複写対象の薬品が院内⾮採⽤薬の場合
に、同⼀成分となる院内採⽤薬の候補を表⽰し、そこから選択できること。
(43) 持参薬品の選択は、採⽤薬・⾮採⽤薬を問わず検索・⼊⼒ができること。
(44) 持参薬服⽤時の⽤法が選択・⼊⼒ができること。
(45) ⼊⼒した持参薬と同⼀成分となる院内採⽤薬の候補を⾃動で表⽰できること。
(46) フリーコメントが⼊⼒できること。
(47) 持参薬報告オーダ発⾏時に、持参薬鑑定書が印刷されること。
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(48) 頭⽂字（カナ・アルファベット）３⽂字以上を⼊⼒することにより、薬品の検索
ができること。
(49) 過去の処⽅オーダー（外来処⽅など）を流⽤して、持参薬報告オーダーが⼊⼒で
きること。
(50) 薬剤が持ち込まれたときに、患者が薬剤を誤って破いてしまうなど、薬として使
⽤できず服⽤不可の場合に服⽤不可チェックを⼊⼒することで、持参しているが
服⽤不可という情報が通知できること。

6.2
(1)

ナレッジセット
ナレッジデータの⾃動蓄積ができること。

(2)

ナレッジデータは、処⽅オーダに含まれるコメントを表⽰できること。

(3)

薬品名称検索にて、候補リスト上で選択中の薬品が含まれている利⽤者のナレッ
ジデータ(Ｒｐパターン)を表⽰できること。

(4)

薬品名称検索でヒットした薬品が⼀種類しかなかった場合は、続けて表⽰される
数量⼊⼒画⾯において、その薬品が含まれている利⽤者のナレッジデータ（Ｒｐ
パターン）を表⽰できること。

(5)

頻⽤薬画⾯にて、指定した薬品が含まれている利⽤者のナレッジデータ（Ｒｐパ
ターン）を表⽰できること。

(6)

数量⼊⼒画⾯より、当該薬品が含まれている利⽤者のナレッジデータ（Ｒｐパ
ターン）を表⽰できること。

(7)

Ｒｐ辞書画⾯のナレッジデータを処⽅ツールへ複写できること。

(8)

薬品と⽤法の組合せが同じパターンのナレッジデータを⼀つにまとめて表⽰でき
ること。

6.3
(1)
(2)

外来・外来予約・実施済・⼊院定期・⼊院臨時注射
コメント選択(マスタ選択，フリー⼊⼒）ができること。
⼿技選択(マスタ選択）ができること。
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(3)

診療科選択による薬品，⽤法，コメントの科別タブ表⽰ができること。

(4)

薬品名の3⽂字⼊⼒(キーボード⼊⼒）による薬品検索ができること。

(5)

薬品検索時に、指定した薬品に関連する後発薬品を表⽰できること。また、表⽰
される薬品は「先」「後」の区分にて識別ができること。

(6)

スプレッド上での⼀覧表⽰及び各項⽬の選択機能ができること。

(7)

各種チェック(併⽤禁忌，配合禁忌，アレルギー，極量，常⽤量）ができるこ

(8)

と。
⿇薬施⽤者チェックができること。

(9)

薬品アレルギー情報を表⽰することができること。

(10) 注射指⽰Rpが縦項⽬，時間が横項⽬の表形式でカレンダ表⽰ができること。
(11) カレンダ上で，オーダ⼊⼒画⾯を別途起動することなく，直接オーダの⼊⼒がで
きること。
(12) 投与量と交換サイクルから点滴速度計算ができること。
(13) 投与量と点滴速度から交換サイクル計算できること。
(14) 業務場所を設定できること。
(15) ツール起動時に診療科に対する業務場所のデフォルトはマスタで設定できるこ
と。
(16) キーボードを使わずにマウスのみで薬品検索が⾏えるよう，バーチャルキーボー
ド機能を有すること。
(17) 1伝票１Rp対応ができること。
(18) 外来時の注射オーダ（予約注射）については同じオーダを複数⽇にわたって指⽰
する際には，オーダの複数⽇複写ができること。
(19) カレンダ上に指⽰の状態（依頼，受付済，実施中，実施済）の表⽰ができるこ
と。
(20) 投与開始⽇と投与終了⽇を設定できること。その際に投与期間を間隔指定（⽇・
週・⽉）および曜⽇指定できること。
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(21) カレンダ上に投与期間と間隔設定による伝票展開機能ができること。
(22) 業務実施を妨げない為に，カレンダ上の縦項⽬に表⽰される注射指⽰Ｒｐの順番
を⼊れ替えることができること。
(23) 24時間持続点滴の指⽰が出せること。カレンダの表⽰は1⽇単位であること。
(24) 24時間持続点滴オーダで点滴速度の変更や⽌め指⽰ができること。
(25) 経過措置などで薬品変更が発⽣した場合、代⽤薬品に切替える機能を有するこ
と。
6.4
(1)

⼀括DO処⽅
現在⼊院中の患者を⼀覧表⽰し、 病棟、診療科、主担当医、担当医で患者を絞
り込みができること。

(2)

検索期間内で定期処⽅が切れる患者のオーダ内容を確認できること。

(3)

⼊院している複数患者に対して前回定期処⽅⽇に出した処⽅を、次回の定期処⽅
として⼀括で発⾏できること。

(4)

⼀括Do処⽅発⾏時に重複投与・患者間違えのリスクを考慮し、必ずチェックが
かかること。

6.5
(1)

抗菌薬届出管理
処⽅・注射オーダを発⾏する際、オーダに抗菌薬が含まれ、オーダに対する有効
な届出が作成されていない場合に届出の作成を促せること。

(2)

抗菌薬使⽤届出種別ごとに作成を必須とするか指定できること。

(3)

抗菌薬を含む処⽅・注射オーダと届出を⼀覧表⽰し、届出の作成状況によって表
⽰の絞り込みができること。

7.

(4)

⼀覧印刷ができること。

(5)

⼀覧内容がファイル出⼒できること。
⼊院
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⼊院に関し，⼊院申込，⼊院決定，⼊院受付，退院許可，退院決定，転棟・転
室・転床・転科，外泊・外出・帰院，担当変更，⼀般⾷・特別⾷・術後⾷・離乳
⾷・調乳⾷のオーダ機能を有すること。
登録された情報の⼀部は他システム，他オーダに⾃動的に反映することができる
こと。
7.1
(1)

⼊院申込
ベッドコントロールに必要な情報の指定（⼊院予定⽇，推定⼊院期間，治療計画
（⼊院理由，退院計画，⼿術などのイベント））ができること。ただし，任意の
項⽬の⼊⼒を省略可能な設定ができること。

(2)

⼊院に必要な情報の指定（依頼科，⾷事内容，主治医，担当医）ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

⼿術，検査，治療の内の直近⽇を指定できること。

(5)

⼊院理由のフリーコメント⼊⼒ができること。

(6)

エネルギー所要量計算ができること。

(7)

希望部屋種別が指定できること。

(8)

⾷事病名を追加できること。

(9)

⼊退院・⾷事関連画⾯の変更権限を職種ごとに設定できること。

(10) 病棟が選択できること。
(11) ⼊院計画書を⾃動発⽣できること。
(12) ⾷種選択画⾯（⼀般／特⾷）から⾝⻑・体重を⼊⼒した場合，患者プロファイル
と連携できること。
(13) ⾷種のデフォルトはマスタで設定できること。
(14) ⼊院申込時の⾷事情報として栄養指導が必要な⾷種が選択された場合に、栄養指
導依頼を促すメッセージを表⽰できること。
(15) 上記に加え、栄養指導の要/不要はマスタメンテナンスにて⾷種毎に設定できる
こと。
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(16) 外来部⾨での⼊院予約を⾏った際に，その⼊院予定⽉⽇，時間，担当医などが⼊
⼒と同時に診療科病棟画⾯(ベッドコントロール画⾯)に反映できること。
(17) 定型的な⼊院に対する各種指⽰(注射処⽅,投薬，XP，⾎液検査等)を各医師が
セットでき，⼊院⽇を決定して展開すると未来の指⽰ができること。
(18) ⼊院病名，⼊院⽬的を登録できること。また，新たに病名を登録する場合は，⼊
院オーダの画⾯から病名登録ができる機能を有すること。
(19) ⼊院申込の状態で⼊院後のオーダ指⽰ができること。
(20) ⼊院申込および即⼊院オーダを新規に⼊⼒し確定した際に，服薬指導ツールを⾃
動的に起動できること。

7.2
(1)

⼊院決定
⼊院決定⽇・時間の指定ができること。

(2)

⼊院する病棟・病室・ベッドの指定ができること。

(3)

受持看護師の指定ができること。

(4)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(5)

⼿術，検査，治療の内の直近⽇を指定できること。

(6)

⼊院理由のフリーコメント⼊⼒ができること。

(7)

エネルギー所要量計算ができること。

(8)

希望部屋種別が指定できること。

(9)

⾷事病名を追加できること。（⾷種によって必須チェックができること。）

(10) ⼊退院・⾷事関連画⾯の変更権限を職種ごとに設定できること。
(11) 病棟／病室／病床が選択できること。
(12) ⼊院計画書を⾃動発⽣できること。
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(13) 即⼊院したときはベッド重複チェックができること。
(14) ⾷種選択画⾯（⼀般／特⾷）から⾝⻑・体重を⼊⼒した場合，患者プロファイル
と連携できること。
(15) ⾷種のデフォルトはマスタで設定できること。
(16) ⼊院決定時に濃厚流動⾷⼊⼒を５種まで⼊⼒ができること。
(17) ⼊院申込情報を参照し、情報を追加して⼊院決定することができること。
(18) 緊急⼊院時のコメント⼊⼒ができること。
(19) ⼊⼒項⽬は，ベッドコントロールに必要な情報（⼊院予定⽇，推定⼊院期間，治
療計画（⼊院理由，退院計画，⼿術などのイベント））の指定ができること。た
だし，任意の項⽬の⼊⼒を省略可能な設定ができること。
(20) ⼊院病名，⼊院⽬的を登録できること。また，新たに病名を登録する場合は，⼊
院オーダの画⾯から病名登録ができる機能を有すること。
(21) ⼊院に必要な情報の指定（依頼科，⾷事内容，主治医，担当医，看護師）ができ
ること。
(22) ⼊院申込で登録された情報を引き継いで画⾯に表⽰され，必要項⽬を追記し，⼊
院決定のオーダができること。
(23) ⼊院決定後カルテを閉じずに直ちに各種オーダが発⾏できること。

7.3
(1)

退院許可
退院可能⽇の指定ができること。

(2)

転帰の指定ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

退院指⽰後，退院後の外来診療の情報がカルテを閉じずに⼊⼒できること。

(5)

退院許可を⾏う際に，既に退院許可が発⾏されていないかのチェックを⾏い，１
⼊院１退院指⽰しか⾏えないようにできること。
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(6)

退院⽇以降のオーダが残っていた場合、⼀括で削除または⼊外切替ができるこ
と。
継続指⽰、看護指⽰の⼀括停⽌ができること。

7.4
(1)

退院決定
退院⽇の指定ができること。

(2)

転帰コメントの⼊⼒ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

⾷事停⽌⽇時を指定できること。

(5)

退院⽇以降のオーダが残っていた場合、⼀括で削除または⼊外切替ができるこ
と。

(6)

継続指⽰、看護指⽰の⼀括停⽌ができること。
退院決定の実施操作時、状態⼀括項⽬の⽌め操作ができるように注意喚起ができ
ること。

(7)

死亡転帰・死亡⽇時を⼊⼒した状態で退院⼀括削除ツールを起動した際、死亡⽇
時以降のオーダが全て削除対象になっていること。

(8)

退院決定指⽰を⾏う際に，既に退院決定指⽰が発⾏されていないかのチェックを
⾏い，１⼊院１退院指⽰しか⾏えないようにできること。

7.5
(1)

転棟申込,転棟決定,転室・転床,転科,外泊,帰院
移動⽇の指定ができること。

(2)

配膳開始・停⽌⽇時の表⽰ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

転棟・転室・転床・転科オーダは，縦軸に移動情報，⾷事，診療科，病室，主治
医，担当医などの項⽬，横軸に⽇付を10⽇間以上表⽰し，患者のオーダ情報全
体を把握する形でオーダができること。

(5)

⽇時を直接⼊⼒，カレンダをクリックしての選択により移動⽇の指定ができるこ
と。また，前述の横軸に記載される⽇付を選択してから，オーダをすることに
よって⽇付の選択を省略できること。
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(6)

必要項⽬（診療科，主治医，担当医，看護師）は登録されている情報が⾃動展開
されること。

(7)

転棟オーダの際には，希望病棟の⼊⼒ができること。

(8)

転棟・転室申込⼀覧に患者が表⽰され，ベッドコントロール機能に連携できるこ

(9)

と。
移動先病棟，病室，ベッド，診療科の指定ができること。その際，同⼀画⾯で
ベッドの空が分かるように表⽰されること。

(10) 外泊・外出・帰院オーダは，縦軸に移動情報，⾷事，診療科，病室，主治医，担
当医などの項⽬，横軸に⽇付を10⽇間以上表⽰し，患者さんのオーダ情報全体
を把握する形でオーダができること。
(11) 外泊，外出のオーダと帰院のオーダは，指⽰忘れがないように同⼀画⾯でオーダ
が完了できること。
(12) 外泊・外出⽇時，配膳停⽌⽇／区分（朝・昼・⼣），帰院⽇時，配膳開始⽇／区
分（朝・昼・⼣）配膳先をオーダできること。
(13) 登録された情報は，移動予定情報として扱われ，予定を決定した時点で，⾷事
オーダとして栄養管理科に送信され，さらに医事システムに情報が送信されるこ
と。
(14) 該当する移動情報の場所を選択することにより，詳細情報を表⽰できること。ま
た，表⽰されたオーダに対し，変更が実施できること。

7.6
(1)

担当変更
変更⽇の指定ができること。

(2)

変更後，主治医，担当医，受持看護師の指定ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

担当医師，担当看護師変更オーダは，縦軸に移動情報，⾷事，診療科，病室，主
治医，担当医などの項⽬，横軸に⽇付を10⽇間以上表⽰し，患者さんのオーダ
情報全体を把握する形でオーダができること。

28

電子カルテシステム

(5)

上記⽅法の表⽰内容から該当する情報の場所を選択することにより，詳細情報を
表⽰できること。また，表⽰されたオーダに対し，変更が実施できること。

(6)

変更⽇の指定が⽇時を直接⼊⼒，あるいはカレンダをクリックしての選択ができ
ること。また，前述の横軸に記載される⽇付を選択してから，オーダをすること
によって⽇付の選択を省略できること。

7.7
(1)

⼀般⾷・術後⾷・離乳⾷・調乳⾷・特別⾷・⽋⾷等・セット⾷・濃厚流動⾷
変更⽇の指定ができること。

(2)

変更後の⾷事内容の指定ができること。

(3)

画⾯反映及びエディタへの展開ができること。

(4)

特別⾷加算を病名で判断できること。

(5)

エネルギー所要量計算ができること。

(6)

⼊退院・⾷事関連画⾯の変更権限を職種ごとに設定できること。

(7)

⾷種選択画⾯（⼀般／特⾷）から⾝⻑・体重を⼊⼒した場合，患者プロファイル
と連携できること。

(8)

病名等を⼊⼒すると⾷事加算がレセプトに⾃動的に反映すること。

(9)

⾷事配膳情報，配膳先，⾷種，主⾷，⾷事病名，⾷事コメント情報，フリーコメ
ントの⼊⼒ができること。また，任意の項⽬の⼊⼒に関しては省略可能な設定が
できること。

(10) 現在の⾷事情報を引き継げること。
(11) ⾷事回数による指⽰ができること。
(12) ⾷種の選択（⼀般，特別⾷，⽋⾷）ができること。
(13) ⾷種毎に主⾷，栄養成分値，病名の初期値設定ができること。
(14) 特別⾷の⼊⼒時に⾷事病名⼊⼒をチェックかけることができること。
(15) ⾷物アレルギー情報を患者プロファイルより⾃動展開できること。
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(16) ⾷事コメントをマスタにて定型化でき，フリーによるコメントも⼊⼒もできるこ
と。
(17) 加算⾷対象の⾷種を選択したら，候補となる病名を表⽰すること。
(18) ⾷事のみのセットを作成でき，オーダ発⾏することができること。
(19) セット⾷は，セット⼀覧より選択することができ，選択した任意のセットの各⾷
種に対し，回数を指定できること。（例）セット名：術後⾷

禁⾷４回／胃術後

流動４回／胃術後三分菜３回／胃術後五分菜２回／胃術後軟菜２回）
(20) 上記⽅法の表⽰内容から該当する⾷事オーダの場所を選択することにより，詳細
情報を表⽰できること。また，表⽰されたオーダに対し，変更が実施できるこ
と。
(21) 栄養指導が必要な⾷種が選択された場合に、栄養指導依頼を促すメッセージを表
⽰できること。
(22) 上記に加え、栄養指導の要/不要はマスタメンテナンスにて⾷種毎に設定できる
こと。
(23) ⽇時を直接⼊⼒，あるいはカレンダをクリックしての選択により変更⽇の指定が
できること。また，前述の横軸に記載される⽇付を選択してから，オーダをする
ことによって⽇付の選択を省略できること。
(24) 前回の⾷事に関して，復帰の⽇時指定が任意でできること。
(25) 濃厚流動⾷依頼で、以下の内容を⼊⼒できること。
・配膳区分(朝、昼、⼣)
・時間(開始時間、終了時間)
・製品
・指⽰量
・湯量
・添付⾷塩量
・本数
(26)
(27)
(28)
(29)

・味付け
濃厚流動⾷の指⽰数を15項⽬⼊⼒可能すること。
味付け、注⼊コメントは、それぞれマスタから選択できること。
指⽰項⽬を複写できること。
時間（開始時間、終了時間）が、配膳区分（朝・昼・⼣）に応じた時間の範囲内
であるかチェックできること。

(30) 指⽰内容が、栄養量に反映されること。
(31) 濃厚流動⾷およびミルク⾷は、併⽤⼊⼒可能とする。
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(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

⾷事箋印刷が可能なこと。
経過表に表⽰されること。
患者スケジュールに表⽰されること。
インチャージシートに表⽰されること。
ワークシートに出⼒されること。
マスタメンテナンス機能で、⼊⼒内容（味付け、注⼊コメント）、栄養量につい
てマスタ登録できること。

(38) 栄養部⾨システムに濃厚流動⾷指⽰内容が送信され、確認できること。
8.
8.1
(1)

検体・細菌・輸⾎関連検査
検体検査・緊急検査
検査セットによる複数検査項⽬の指定ができること。

(2)

分野別項⽬表⽰からの検査項⽬指定ができること。

(3)

検査項⽬名検索ができること。

(4)

選択済項⽬のリスト表⽰ができること。

(5)

複数セット間での同⼀項⽬が存在する場合、重複して選択されないこと。

(6)

既存の臨床検査システムと接続し，円滑な運⽤ができること。

(7)

⾄急検査と通常検査との識別ができること。

(8)

検査種別検査項⽬（⼀般，⽣化学，⾎液，⾎清，細菌など）の分野別表⽰ができ
ること。

(9)

検査⽇時の時間指定が⼊⼒できること。

(10) 共通セット及び診療科別のセットが作成できること。
(11) 検査材料が⼊⼒できること。
(12) 定型コメント／フリーコメントが⼊⼒できること。
(13) 同⼀⽇・同⼀検査項⽬の重複チェックが，⾃科・他科を問わずできること。
(14) 同⼀⽇・同⼀検査項⽬の重複チェックの対象項⽬を、⼀括で削除することができ
ること。
31

電子カルテシステム

(15) オーダ発⾏時に特定検査について、関連する説明書や同意書を連動して作成でき
ること。
(16) 発⾏指⽰を⾏った近傍の（中央採⾎室や処置室）に採取指⽰票・検体ラベルを出
⼒できること。
(17) 外来の未実施オーダについては，検体ラベル発⾏を⾏った⽇付に採取⽇を変更で
きること。
(18) 検体ラベルを外来・各病棟に出⼒できること。
(19) 以下の検索条件で指定されたオーダの依頼数、受付数、印刷数を⼀覧表⽰できる
こと。
・期間・診療科・病棟別
・伝票別
・伝票状態（未受付・受付済・実施済・変更済・印刷済など）
(20) 診療科毎、病棟毎に⼀括ラベル出⼒ができること。
(21) 出⼒済みのラベル⼀覧を出⼒できること。
(22) 外注検査の場合、結果をファイルから取り込んで検歴画⾯に反映できること。

8.2
(1)

輸⾎検査
採取⽇時の指定ができること。

(2)

⾎液型検査⽅式(ABO，Rh等）の指定ができること。

(3)

輸⾎関連検査項⽬(クームス試験等）の指定ができること。

(4)

輸⾎実施後の⼀定期間内に必要な感染症検査オーダが未発⾏および未実施の場合
に、メッセージを表⽰できること。

10.
10.1

放射線検査
⼀般撮影，ポータブル，⼿術ポータブル，透視造影ＴＶ，内視鏡ＴＶ，ＣＴ検
査，ＭＲＩ検査，⾎管造影,画像ファイリング，結⽯破砕など

(1)

撮影種別ごとの検査分類，部位，体位，検査⽅向の指定ができること。
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(2)

複数検査項⽬の指定ができること。

(3)

患者情報（感染症情報）の⾃動表⽰ができること。

(4)

検査の予約取得機能を有すること。また，検査取得時に他検査の予約，再来の予
約情報が同⼀画⾯で表⽰できること。

(5)

予約取得時に複数枠の取得機能を有すること。

(6)

同意書（WORD⽂書等）連携ができ，必要に応じて出⼒できること。

(7)

病名(臨床診断名)が⼊⼒できること。

(8)

検査⽇時が⼊⼒できること。

(9)

定型コメントが⼊⼒できること。

(10) 検査別に検査時間を配慮した（検査時間の加算等）の予約がおこなえること。
(11) 主訴・臨床経過・検査⽬的・コメントをフリーテキスト⼊⼒できること。
(12) ⽇未定オーダの発⾏ができること。
(13) ⼊外別の予約枠を設定できること。
(14) マスタの設定により、オープン予約とクローズ予約の管理が可能なこと。
(15) 各検査項⽬に対し，シェーマ（フリーハンドでも描けること）での指⽰の指定・
⼊⼒ができること。
(16) 緊急検査オーダが出せること。
(17) 緊急検査ボタン選択時に，「検査室に連絡してください」というメッセージを表
⽰できること。
(18) 検査に必要な区分をチェックできること。
(19) 同⽇他科における指⽰の重複チェックができること。
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(20) 放射線検査オーダ⼊⼒時に、過去のオーダ実績（ナレッジ）から選択して⼊⼒が
できること。
(21) ナレッジデータは、⽇々⼊⼒された放射線オーダ情報からリアルタイムで作るこ
とができること。また、⼀定時間を超えたものは、⽇々削除され、常に新しい情
報のみ保持できること。

11.
11.1
(1)
(2)

⽣理検査
⼼電図、肺機能・負荷⼼電図、エコー・脳波、筋電図等
患者情報（感染症情報）の⾃動表⽰ができること。
検査の予約取得機能を有すること。また，予約取得時に他検査の予約，再来の予
約情報が同⼀画⾯で表⽰できること。

(3)

複数枠の取得機能を有すること。

(4)

同意書（WORD⽂書等）など⽂書の連携ができ，必要に応じて出⼒することがで
きること。

(5)

マスタの設定により、オープン予約とクローズ予約の管理が可能なこと。

(6)

オーダリング時，医師のコメント⼊⼒が可能なこと。

(7)

検査に必要な患者情報（ペースメーカーの有無，肝炎ウイルス，ＭＲＳＡ等）や
検査室への移動⼿段が画⾯上で確認できること。

(8)

予約は各曜⽇の時間枠設定ができること。

(9)

分類を選択することで検査項⽬の指定ができること。

(10) 臨床診断・病名を指定できること。
(11) 主訴・臨床経過・検査⽬的・コメントをフリーテキスト⼊⼒できること。
(12) ⼊外別の予約枠を設定できること。
(13) ⽇未定オーダを発⾏できること。
(14) 緊急オーダを発⾏できること。
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(15) 緊急検査ボタン選択時に，「検査室に連絡してください」というメッセージを表
⽰できること。
(16) 検査に必要な区分をチェックできること。
(17) 同⽇他科における指⽰の重複チェックができること。

11.2
(1)

内容確認＆受付の処理
⼀覧画⾯より受付処理ができること。

(2)

⼀覧画⾯より⼀括で受付処理ができること。

(3)

伝票の詳細内容を表⽰できること。

11.3
(1)
(2)

12.
12.1
(1)

実施業務
⼀覧画⾯より実施処理ができること。
伝票の詳細内容を表⽰できること。

内視鏡検査
内視鏡上部消化管・内視鏡下部消化管・呼吸器系内視鏡など
検査の予約取得機能を有すること。

(2)

複数枠の取得機能を有すること。

(3)

シェーマ連携ができること。

(4)

同意書，予約票（WORD⽂書等）連携により⽂書作成ができること。

(5)

検査種別・検査項⽬・検査⽬的を選択できること。

(6)

臨床診断・病名を指定できること。

(7)

主訴・臨床経過・検査⽬的・コメントをフリーテキスト⼊⼒できること。

(8)

⼊外別の予約枠を設定できること。

(9)

マスタの設定により、オープン予約とクローズ予約の管理が可能なこと。
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(10) ⽇未定オーダを発⾏できること。
(11) 緊急オーダを発⾏できること。
(12) 緊急検査ボタン選択時に，「検査室に連絡してください」というメッセージを表
⽰できること。
(13) 検査に必要な区分をチェックできること。

13.
13.1

簡易オーダ
主にカルテ記載と会計送信を⽬的とした、放射線検査、⽣理検査、内視鏡検査、
検体検査を依頼できること。

(1)

放射線、⽣理検査、内視鏡オーダ、検体検査において、同⼀の画⾯から発⾏でき
ること。

14.
14.1
(1)
(2)

診療レポート
レポート管理
各部⾨検査のレポートなどを⼀覧表⽰し、参照できること。
⼀覧からレポートの既読、未読状況が参照できること。また、未読・既読の変更
ができること。

(3)

各部⾨からのレポートの返信状況（未作成・⼀部結果到着など）が⼀覧より確認
できること。

(4)

「未読のみ表⽰」、「レポート未作成」などの検索条件を指定して⼀覧表⽰でき
ること。

(5)

⽣体検査毎に検査実施済患者⼀覧が表⽰され、そこからレポートの選択・新規⼊
⼒ができること。

(6)

検査予定⽇を指定し検索ができること。

(7)

患者ＩＤを指定して検索ができること。

(8)

⼊外、診療科、状態種別、オーダ種別、検査種別、依頼医師、実施医師、担当医
師で検索対象の指定ができること。
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(9)

⼀覧のソート条件の指定ができること。

(10) 最新表⽰ボタンを押すことによって、⼀覧の最新表⽰ができること。
(11) 画像表⽰ボタンを押すことによって、画像の表⽰ができること。
(12) レポート表⽰ボタンを押すことによって、レポートの表⽰ができること。
(13) 条件保存ボタンを押すことによって、検索条件の保存ができること。
(14) レポート作成ボタンを押すことによってレポートエディタの起動ができること。
(15) 未開封レポートのみの表⽰ができること。
(16) レポートの既読・未読処理ができること。
(17) 患者IDをバーコードにて選択できること。
(18) 選択中患者が存在する場合には、患者IDを引き継いで起動時検索ができること。
(19) 右クリックによりレポート作成、レポート表⽰、画像表⽰メニューを選択できる
こと。
(20) オーダ種別ごとに表⽰項⽬、表⽰⽂⾔の設定ができること。
(21) ⼀覧の対象検査をダブルクリックすることによってレポートエディタの起動がで
きること。
(22) 右クリックにより表⽰されるメニューよりカルテ起動ができること。
(23) 標準テンプレートを使⽤したレポート⼊⼒ができること。
(24) テンプレート選択ボタンを押すことによりテンプレートの選択ができること。
（レポート状態が作成中の状態のみ）

(25) 印刷プレビューボタンを押すことにより、印刷時のプレビュー（HTML形式）を
参照できること。
(26) レポートの印刷ができること
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(27) ⼿術レポートにて「申込医」、「執⼑医」、「主治医」で検索対象を指定する事
ができること

14.2
(1)

レポート作成
レポートの報告者・承認者の選択ができること。

(2)

レポートを作成中、承認待ち状態での保存ができること。

(3)

患者の詳細情報の参照ができること。

(4)

依頼情報を参照できること。

(5)

実施情報を参照できること。

(6)

カルテ標準シェーマツールを起動し、作成したシェーマをレポートの添付画像と
して添付できること。

(7)

クリップボードの画像を貼付けレポートの添付画像として添付できること。

(8)

ファイルを選択してレポートの添付画像として添付できること。

(9)

スキャナツールと連携しスキャナから取り込んだ画像をレポートの添付画像とし
て添付できること。

(10) レポートの版数管理ができること。
(11) レポート添付画像のプレビュー画⾯表⽰ができること。
(12) 辞書機能により、利⽤者ごとの雛型⽂書登録ができること。
(13) 診療画像ライブラリの呼び出し、診療画像ライブラリからの画像貼付けができる
こと。
(14) レポート添付画像の並びかえができること。
(15) レポート添付画像の削除ができること。
(16) 患者の過去検査のレポートを参照できること。
(17) レポートの改版時にコメントを⼊⼒できること。
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(18) １オーダーに対して複数のレポートを作成できること。
(19) 実施内容をレポートテンプレートに設定できること。
(20) リハビリレポート作成時にリハ評価⼀覧の参照ができること。
(21) レポートを検査実施⽇でも保存できること。
(22) レポートテンプレートを承認後でも変更できること。
(23) 内視鏡レポート作成画⾯から病理オーダ画⾯を起動し、所⾒を連携することが可
能。また内視鏡レポートと病理オーダの関連付けができること。
(24) テンプレート表⽰領域をレポートエディタ画⾯の全画⾯に表⽰できること。
(25) 保存したレポートを削除できること。
(26) 仮報告レポートを作成できること。
(27) レポート添付画像を最⼤9枚まで貼り付けできること。
(28) ⾃科検査等のレポートについては、レポート作成候補⼀覧・検査結果⼀覧からで
はなく独⾃にレポート作成画⾯が起動できること。
(29) ⼼電図など検査結果や、紙ベースの情報をスキャナを通して対象検査のレポート
に貼付けができること。

(30) ⼀括スキャナ取込み機能によりスキャナから取り込んだ画像を添付した仮報告レ
ポート（０版レポート）を作成できること。
(31) ⼀括スキャナ取込み対象オーダをバーコードによって読込みができること。
(32) ⼀括スキャナ取込みを⾏ったレポートの履歴を参照できること。
(33) 複数枚の連続取込みができること。
(34) レポートエディタ画⾯から起動し、スキャナから取り込んだ画像をレポートへ貼
り付けできること。（⼀枚・複数枚）
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(35) 取り込んだ画像をプレビュー画⾯にて参照できること。
(36) プレビュー画⾯にて画像を拡⼤して参照できること。
(37) プレビュー画⾯にて画像を回転（右回り・左回り）して参照できること。

15.
15.1
(1)

⾃科検査
⾃科検査結果⼊⼒
検査部⾨システムと接続しない場合に、電⼦カルテ側から検査結果の⼊⼒が⾏え
ること。

(2)

検歴へデータを反映することができること。

16.
16.1
(1)

処置
外来処置・⾃科処置・実施済処置・⼊院処置
処置場所の指定ができること。

(2)

⼿技の選択（マスタ選択，名称検索）ができること。

(3)

材料，薬剤，機材の検索選択機能を有すること。

(4)

事後⼊⼒の対応として指⽰⽇時，実施⽇時，指⽰医師科，指⽰医師，指⽰受者の
⼊⼒ができること。

(5)

指⽰する際に保険選択ができること。

(6)

処置数量を⼊⼒できること。

(7)

電⼦カルテに，指⽰者，オーダ発⾏⽇，発⾏時間の情報が⾃動転記され，記録と
して保存できること。

(8)

⼊⼒した指⽰は各科処置室および中央処置室に送信され，処置室では⼀覧で確認
できること。

(9)

オーダに変更や中⽌があった場合には，電⼦カルテから修正や中⽌ができるこ
と。

(10) 過去にオーダ発⾏したオーダをコピーできること。その際に実施⽇が当⽇の⽇付
に⾃動で変わること。
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(11) 外来時の処置オーダについては同じオーダを複数⽇にわたって指⽰する際には，
オーダの複数⽇複写ができること。
(12) オーダ⼊⼒の効率化を考慮して，外来処置オーダを他に必要な他のオーダ（検査
や処置など）と組み合わせてセット登録することができること。セット登録は診
療科設定，利⽤者設定，患者設定が可能であること。

(13) ⾃科で実施する処置については，即実施としてオーダ発⾏時に指⽰と実施が同時
に⾏えること。
(14) 即実施（指⽰と実施が同時に⾏える）でオーダ発⾏した場合は，その情報が即時
に医事会計システムへ送信されること。
(15) ⼿技に付随する薬品，材料，機材などをセット化ができること。
(16) 酸素⼊⼒の際，流量，濃度の指定ができること。
(17) 酸素濃度⼊⼒の際には酸素種類（定置式，可搬式，ボンベ）ごとの酸素濃度に基
づいた酸素量計算が⾏えること。
(18) 各処置指⽰の実施状況を把握できること。

17.
17.1
(1)

⼿術
⼿術申込
⼿術術式の指定ができること。

(2)

⼿術時に必要な機材，材料，薬剤の指定ができること。

(3)

⼿術セットの展開ができること。

(4)

⿇酔⽅式の指定ができること。

(5)

⼿術必要器械類の確認ができること。

(6)

患者ID，患者⽒名が表⽰可能であること。

(7)

⼿術予定⽇の⼊⼒ができること。
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(8)

⼿術希望時刻の⼊⼒ができること。

(9)

希望⼿術室の選択ができること。

(10) 各科毎の予約枠が表⽰できること。
(11) ⼿術申込状況を表⽰できること。
(12) 感染症情報が表⽰されること。
(13) 診療科，担当医を選択できること。
(14) 予定，締切後，当⽇時間内緊急，当⽇時間外緊急等の，申込区分の選択ができる
こと。
(15) ⼊外区分の選択ができること。
(16) ⼿術所要時間の⼊⼒ができること。
(17) 執⼑医，助⼿、主治医を選択できること。
(18) 病名の選択ができること。
(19) 部位術式の選択が可能であること。また術式はフリー⼊⼒もできること。
(20) 「機器」「資材」「備考」の各欄へのフリー⼊⼒ができること。
(21) ⼿術予約申込と同時に⿇酔医への⿇酔申込依頼ができること。

18.
18.1
(1)

⿇酔
⿇酔依頼
電⼦カルテに登録されている年齢、性別、⾝⻑、体重を表⽰すること。

(2)

⼿術申込内容を⾃動で取り込んで表⽰ができること。

(3)

⿇酔科医が術前診察内容を⼊⼒できること。

(4)

⿇酔科医が⼿術室への指⽰内容を⼊⼒できること。

19.

輸⾎
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19.1
(1)

⾎液製剤依頼
輸⾎⽤⾎液製剤依頼オーダができること。

(2)

使⽤予定⽇，クロス採⾎⽇をカレンダから選択⼊⼒できること。

(3)

依頼製剤の依頼⾎液型を選択⼊⼒できること。

(4)

使⽤場所を選択⼊⼒できること。

(5)

患者に登録された病名から選択⼊⼒できること。

(6)

輸⾎同意書の取得有無を⼊⼒できること。

(7)

同意書（WORD⽂書等）連携ができること。

(8)

液製剤名，本数を選択⼊⼒できること。

(9)

過去のオーダ歴からの製剤オーダ内容の複写機能を有すること。

(10) 患者プロアイルに輸⾎歴が登録できること。
(11) オーダの照会，変更，取り消しが⾏えること。
(12) プロファイル情報（⾎液型，不規則抗体，感染症，輸⾎歴，副作⽤歴等）を表⽰
できること。
(13) 患者の⾎液型と依頼製剤の⾎液型が不⼀致の時に，警告点滅を表⽰できること。
（例：⾎液型がミスマッチしています。など）
(14) 術式を検索し指定できること。
(15) 病名ツールを起動し，臨床診断を指定できること。
(16) 臨床状態を選択できること。
(17) 製剤を指定できること。
(18) 製剤コメントを定型コメント／フリーコメントとして⼊⼒できること。
(19) 継続指⽰により製剤を追加で発⾏できること。
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(20) 緊急をチェックすることにより緊急オーダを発⾏できること。

19.2
(1)

⾎液型検査依頼
⾎液型検査依頼オーダができること。

(2)

検査⽇をカレンダから選択⼊⼒できること。

(3)

検査項⽬を選択⼊⼒できること。

(4)

輸⾎関連検査項⽬（クームス試験等）の指定ができること。

(5)

オーダの照会，変更，取り消しが⾏えること。

(6)

確定操作時の必須チェックができること。

(7)

検査項⽬のセットを作成できること。

19.3
(1)

⾃⼰⾎採⾎オーダ機能
⾃⼰⾎採⾎依頼オーダができること。

(2)

使⽤予定⽇をカレンダから選択⼊⼒できること。

(3)

製剤種を選択⼊⼒できること。

(4)

１回採⾎量を指定できること。

(5)

採⾎場所を選択⼊⼒できること。

(6)

コメントをフリーテキスト⼊⼒できること。

(7)

オーダの照会，変更，取り消しが⾏えること。

(8)

採取⽇・採取時刻をカレンダ画⾯により指定できること。

(9)

術式を検索し選択⼊⼒できること。

(10) 臨床診断を⼊⼒できること。
(11) プロファイル情報（最新の検査結果，副作⽤歴等）を表⽰できること。
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(12) 貯⾎量の計算ができること。

20.
リハビリ
２０.1 リハビリ新規・リハビリ変更・リハビリ中⽌・リハビリ終了
(1) リハビリ処⽅内容の⼊⼒（疾患，障害，ゴール）ができること。
(2)

療法種別（理学，作業，⾔語）及び療法・訓練内容を管理できること。

(3)

リハビリ内容をリハ処⽅にて計画ができること。

(4)

実施した情報はリアルタイムにカルテに反映され，会計送信が必要な場合は会計
連携すること。

(5)

理学療法，作業療法，⾔語療法を1度に処⽅できること。

(6)

合併症の⼊⼒は選択式ではなく記述式であること。

(7)

依頼⽇，依頼科，依頼医の選択⼊⼒ができること。

(8)

疾患名について，患者病名より選択⼊⼒ができること（発症⽇については，⾃動
表⽰）。

(9)

障害名について，マスタより選択⼊⼒ができること。また複数選択もできるこ

と。
(10) 実施希望⽇の⼊⼒ができること。
(11) リハビリ開始場所についてベッドサイド，訓練室の選択⼊⼒ができること。。
(12) 各項⽬について依頼情報を元に，確認しながら処⽅としての内容⼊⼒ができるこ
と。
(13) 開始・変更・中⽌の区分を選択できること。
(14) 摂⾷機能療法の選択⼊⼒ができること。（依頼療法内容の⾔語療法内に）
(15) 患者プロファイルの感染症情報を表⽰できること。

21.
21.1

透析
透析申込み、透析予約
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(1)

透析⽅法の指定ができること。

(2)

疾患の指定（原疾患）ができること。

(3)

希望開始⽇の指定ができること。

(4)

希望曜⽇の指定ができること。

(5)

障害者加算・実施場所・依頼事項・連絡先の⼊⼒ができること。

22.
22.1
(1)

指導
栄養指導依頼（個⼈・集団・報告・相談等）
⾷種及び栄養量の指定ができること。

(2)

栄養指導の予約取得ができること。

(3)

予約状況の表⽰ができること。

(4)

⾝⻑，体重⼊⼒によるBMIの⾃動表⽰ができること。

(5)

指⽰栄養量の⾃動表⽰ができること。

(6)

指⽰内容の指定ができること。

(7)

重点伝達事項の指定ができること。

(8)

フリーコメントが⼊⼒できること。

(9)

過去の指導依頼の複写ができること。

(10) 指導病名の⼊⼒ができること。
(11) 栄養指導依頼を⼀覧で表⽰できる機能を有すること。

22.2
(1)
(2)

服薬指導依頼
指導開始希望⽇の指定ができること。
服薬に関する問題点の⼊⼒ができること。
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(3)

指導依頼内容指定（複数選択，フリー⼊⼒）ができること。

(4)

服薬指導依頼を⼀覧で表⽰できる機能を有すること。

22.3
(1)

指導料
選択リストからオーダ表⽰名称の⾃動展開ができること。

(2)

選択リストから注意事項の⾃動展開ができること。

(3)

選択リストから加算項⽬の⾃動展開及び選択機能ができること。

(4)

フリーコメント⼊⼒ができること。

22.4
(1)

服薬指導管理
服薬指導同意書、服薬指導患者表、薬歴が印刷できること。

(2)

服薬指導の予定を⼊⼒できること。

(3)

服薬指導の予定/実績/算定情報をカレンダ形式で⼀覧表⽰できること。

(4)

服薬指導レポートが作成できること。

(5)

服薬指導レポートを印刷できること。

(6)

服薬指導対象患者を⼀覧で表⽰できること。

(7)

服薬指導対象患者を同意⽇、患者ＩＤ、診療科、病棟、担当薬剤師、服薬指導可
否、⿇薬指導有無、在宅指導有無にて検索し、検索結果を⼀覧表⽰できること。

(8)

服薬指導対象患者の⼀覧を印刷できること。

(9)

服薬指導対象患者に、担当薬剤師を割り当てられること。

(10) 薬歴が印刷できること。
(11) 退院指導⽇、指導薬剤師の選択ができること。
(12) 薬品等の説明に対する患者の理解度が選択できること。
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(13) 服薬指導時の患者情報（⾝⻑・体重、病歴、主訴、副作⽤・禁忌など）が参照・
登録できること。
(14) 服薬指導時の患者情報（⾝⻑・体重、病歴、主訴、副作⽤・禁忌など）が印刷で
きること。

23.
23.1
(1)

外来業務
予約センター
外来スタッフが患者からの連絡を受けて、診察予約の取得・変更・取消や、検査
予約の変更などの業務を⾏うが、同業務をサポートする機能を想定している。具
体的には下記機能を実現すること。

(2)

カードリーダ⼊⼒(患者IDカード)によって該当患者を確定できること。

(3)
(4)

キーボードから患者IDを直接⼊⼒して、該当患者を確定できること。
カナ⽒名（漢字⽒名）での検索により該当患者を検索し、確定できること。

(5)
(6)
(7)

再診予約の新規取得、⽇時変更、削除ができること。
該当の予約オーダの詳細内容を確認できること。
選択した予約の予約票を印刷できること。

23.2
(1)

救急受付
カードリーダ⼊⼒（患者IDカード）ができること。

(2)

患者ID直接⼊⼒ができること。

(3)

カナ検索による患者検索ができること。

(4)

来院⽅法の選択ができること。

23.3
(1)

処置/注射実施機能
中央処置室や診療科の処置室で患者様の処置、注射の実施情報に関して表⽰でき
ること。

(2)

患者ＩＤでの実施データを絞り込みができること。

(3)

処置を⾏う業務場所単位による⼀覧の絞り込みができること。
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(4)

患者様の実施ステータスを把握し、効率的な実施⼊⼒ができるように、「未実
施、実施済、実施中、未実施確認」などの現在の実施ステータスを⾃動的に更新
し、表⽰できること。

(5)

カレンダーにより処置実施⽇の選択ができること。

(6)

患者様の処置、注射の実施⼊⼒ができること

(7)

処置実施⼊⼒時に、過去の実施情報（ナレッジ）から、薬剤や材料等の実施パ
ターンを選択して⼊⼒できること。

(8)

ナレッジデータは、⽇々⼊⼒された処置実施情報からリアルタイムで作ることが
できること。また⼀定期間を超えたものは、⽇々削除され、常に新しい情報のみ
保持できること。

(9)

実施⼊⼒を⾏った場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されるこ

と。
(10) 処置注射患者⼀覧を閉じることなく利⽤者（実施者）の変更ができること。
(11) 指⽰票の印刷ができること。
(12) カードリーダ⼊⼒（患者IDカード）によって患者様のカルテ表⽰ができること。
(13) 患者ID番号直接⼊⼒による患者カルテ表⽰ができること。

23.4
(1)

紙⽂書取り込み
スキャナ等でデジタル化された紙⽂書を取り込むことができること。

(2)

取り込む⽂書については，１⽂書に複数枚取込ができること。

(3)

⽂書種別（紹介状，同意書など）の⼊⼒ができること。

(4)

紹介元情報（紹介元病院，医師，担当医師，担当診療科）の⼊⼒ができること。

(5)

その他コメントの⼊⼒ができること。

(6)

複数枚取り込んだ⽂書を確認する際，ページ切替を⾏うメニューを選択すること
で表⽰する⽂書の切替が1クリックで⾏えること。
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(7)

23.5
(1)

取り込み情報をカルテに貼り付けができること。

紹介患者管理
紹介状取込情報の⼀覧表⽰ができ、紹介元や当院での担当医師などの情報が表⽰
できること。

(2)

紹介状を監査した際に、監査状況の登録ができること。

(3)

紹介状受取管理で⽇付、紹介元医療機関、紹介元医師、院内担当医、院内担当科
による検索表⽰ができること。

(4)

紹介状受取管理で利⽤者毎に各種検索条件の保存ができること。

(5)

紹介状受取管理をファイル出⼒できること。

(6)

紹介状受取管理を印刷できること。

(7)

電⼦カルテシステムの機能として、地域医療⽀援課職員が他院や診療所からの紹
介患者の情報（患者ＩＤや希望診療科、紹介元など）を管理できる機能を有する
こと。登録する患者の情報については下記以降で回答すること。

(8)

紹介元の情報を登録できること。また、紹介元の情報がマスタ化できること。

(9)

紹介患者の登録ができること。また患者データについては、当院に存在している
かを検索できること。当院で既にＩＤがある場合は、その患者情報を⾃動的に展
開すること。

(10) 当院に患者として存在しない場合でも、紹介患者として登録ができること。
(11) 紹介⽬的、主訴、病状の登録ができること。
(12) 当院への受診希望⽇の登録ができること。また希望⽇は複数候補を登録できるこ
と。
(13) 紹介患者として登録された患者は、診察当⽇の受付で「紹介患者」として識別で
きるように関連付けできること。

(14) ⼊⼒した紹介データを患者のプロファイル情報として電⼦カルテのプロファイル
機能に連携できること。
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(15) 紹介患者の登録は登録後に画⾯を閉じることなく連続で別患者の⼊⼒作業ができ
ること。
(16) 紹介患者として登録された患者様を⼀覧表⽰し、予約⽇の決定やその連絡、紹介
元への連絡などを管理する機能を有すること。これは電⼦カルテの機能として実
現すること。
(17) 患者様の紹介状情報、現在の状況を⼀覧表⽰できること。
(18) 紹介患者⼀覧より、紹介患者登録された際の患者様の情報（主訴や症状など）を
参照できること。
(19) 紹介状登録時に患者ＩＤの登録を⾏わず、後⽇、来院時などに当院での患者ＩＤ
登録をした場合、紹介状データと患者ＩＤの関連付けができること。
(20) 紹介患者⼀覧で診察⽇の連絡や当院での診察終了、紹介元への返信の送付などの
タイミングで任意でステータスを変更でき、管理できること。
(21) 紹介患者様の紹介元への経過報告や返書の管理を⾏った場合、その報告が履歴で
すべて管理されること。

(22) 紹介患者⼀覧から予約票の印刷ができること。
(23) 地域連携室から紹介患者の情報を院内に伝達する場合、その患者のカルテを開く
タイミングで伝達したい情報を医療スタッフに伝えることができ、情報共有を推
進できること。
(24) 紹介患者⼀覧で⽇付、紹介元医療機関、院内担当医、院内担当科による検索表⽰
ができること。
(25) 紹介患者⼀覧での検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(26) 紹介患者⼀覧をファイル出⼒できること。
(27) 紹介状の返書⽤ラベルを出⼒できること。
(28) 当院より各診療所・病院に紹介する患者を管理する機能を有すること。これは電
⼦カルテシステムで実現すること。
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(29) 患者様の他院への紹介前の情報を⼀覧表⽰できること。これは紹介時の症状や転
院理由などが表⽰され、管理できるものとする。
(30) 他院へ紹介する患者様の紹介先医療機関や転院先への連絡状況を変更できるこ
と。
(31) 他院へ紹介した患者様の情報を⼀覧表⽰できること。
(32) 他院紹介患者⼀覧で⽇付、紹介先医療機関、院内担当医、院内担当科による検索
表⽰ができること。

(33) 他院紹介患者⼀覧で、利⽤者毎に各種検索条件の保存ができること。
(34) 他院紹介患者⼀覧をファイル出⼒できること。
(35) 紹介状の送付⽤のラベル出⼒ができること。

24.
24.1
(1)

診療カレンダ
診療カレンダ機能
オーダ済情報のカレンダ表⽰ができること。

(2)

診療計画情報を患者へ展開ができること。

(3)

診療計画情報の編集（移動，複写）ができること。

(4)

診療カレンダから新規指⽰が発⾏できること。

(5)

ポップアップによる診療⾏為情報の詳細表⽰ができること。

(6)

カレンダ形式上に診療⾏為名を配置できること。

(7)

定型的な表⽰⽇数にて画⾯表⽰ができること。

(8)

画⾯印刷機能を有すること。

24.2
(1)

クリティカルパス機能
オーダ済情報のカレンダ表⽰ができること。
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(2)

患者のカルテを開いた際に、パスを適⽤しているかどうかが識別できること。
また、パスの状況（適⽤中、終了前、終了⽇当⽇、適⽤期間超過）が把握できる
こと。

(3)

診療計画情報を患者へ展開ができること。

(4)

診療計画情報の編集（移動，複写）ができること。

(5)

カレンダから新規指⽰が発⾏できること。

(6)

ポップアップによる診療⾏為情報の詳細表⽰ができること。

(7)

カレンダ形式上に診療⾏為名を配置できること。

(8)

各オーダツールの起動及びオーダ発⾏ができること。

(9)

定型的な表⽰⽇数にて画⾯表⽰ができること。

(10) 画⾯印刷機能を有すること。
(11) 縦軸コピー機能（他のパスの縦軸コピー）ができること。
(12) パス管理情報設定機能（パス種別設定・⼀般パス）を有すること。
(13) パスの初期適⽤時に適⽤開始⽇などの⽇付調整ができること。
(14) 経過表とパスカレンダで実施したものはそれぞれ連携して表⽰されること。
(15) 経過表と連携し、パスで管理している観察項⽬以外に患者個別に必要な観察項⽬
を取り込めること。
また、取り込んだ観察項⽬はパスの項⽬と識別できること。
(16) オーダの削除，指⽰受けなどを⼀括で操作できること。
(17) アウトカム，バリアンスの⼊⼒ができること。
(18) パスの新規作成及び編集が可能なこと。
(19) パス適⽤されている患者に出されている全てのオーダ情報を閲覧できること。
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(20) パスとして発⾏されたオーダとパス以外で出されたオーダを⾊分けすることで判
別可能とすること。
(21) ⽇挿⼊をすることにより，診療計画を全体的にずらせること。
(22) パス画⾯上で経過表を確認できること。
(23) 患者説明⽤パスシートを印刷できること。
(24) パス適⽤時に起点⽇やパス適⽤除外⽇（⼟⽇など)を設定できること。
(25) 限られた画⾯内に膨⼤な情報を有するパス・診療カレンダのスクロールによる煩
雑さを無くすため，⾃動的に起点を定め，ワンクリックで縦⽅向/横⽅向のジャ
ンプができること。
(26) ⼊院や⼿術の伝票・プロファイル情報などから在院⽇数，術後⽇数，妊娠週数，
⽣後⽇数などを⾃動計算し，パス画⾯上に表⽰できること。
(27) アウトカムの登録はアウトカムマスタに登録されているものから選択できるこ
と。また，アウトカムマスタに無いアウトカムについてもそのタイミングで追加
ができること。
(28) アウトカムマスタに評価基準を設定した際には，患者の測定結果などが逸脱して
いる場合，その旨が判定結果欄に分かりやすい形（⾚⽂字での表⽰など)で表⽰
されること。
(29) 毎⽇のアウトカム毎に評価を⼊⼒でき，それに伴うバリアンスの⼊⼒ができるこ
と。
(30) バリアンスが発⽣したアウトカムは⼀⽬でわかるようなマークが表⽰されるこ
と。
(31) 電⼦カルテシステムから下記統計を表⽰する機能を有すること。
・診療科・病棟別のパス適⽤率
・パスごとの適⽤件数、利⽤率、平均在院⽇数
・バリアンス発⽣件数・発⽣率
・オールバリアンス統計
(32) 複数のプロセスで構成されるパスについて、プロセス毎の適⽤率が集計可能であ
ること。
(33) 統計画⾯からパスを選択し、そのパスを適⽤中の患者⼀覧へドリルダウンできる
こと。
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(34) パスをダブルクリックすることでパスカレンダを表⽰できること。
(35) パス毎、プロセス毎にバリアンス理由を集計可能であること。
(36) 統計対象となるパスが複数選択できること。
(37) 統計対象のパスの適⽤症例毎に、統計対象とするか選択できること。
(38) バリアンス理由毎に、設定されたバリアンス内容が⼀覧表⽰できること。
(39) バリアンス理由毎・バリアンス内容毎に、バリアンスが発⽣した相対⽇と登録件
数が集計できること。
(40) バリアンス理由毎・バリアンス内容毎・バリアンス発⽣⽇毎に、適⽤症例の⼀覧
が表⽰できること。
(41) バリアンス登録された内容は、ＣＳＶ形式で出⼒できること。

25.
25.1
(1)

参照機能
検査歴参照(⼀般)
１検査分の結果表⽰ができ，かつ，A4⽤紙に印刷できること。

(2)

上下限値超えの⾊分け表⽰ができること。

(3)

検査項⽬毎の時系列表⽰，グラフ表⽰ができ，かつ，印刷できること。

(4)

着⽬データをカルテ，クリップボードへ貼り付けできること。

(5)

患者への分かりやすい説明のため，検査結果の項⽬にマウスをポイントすると基
準値範囲の説明が表⽰されること。

(6)

⼆重患者かどうかの識別が可能なこと。

(7)

異常値のみ絞り込み表⽰ができること。

(8)

検査結果のファイル出⼒できること。

(9)

時系列検査結果のファイル出⼒できること。
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(10) よく使うパターンの時系列の検査結果をセット化し、容易に時系列検査結果を表
⽰できること。
(11) セット化した時系列項⽬は利⽤者毎、診療科毎、院内共通で登録でき、利⽤者
セットについては利⽤者によってセットの修正及び削除ができること。
(12) 検査歴⼀覧上で検査項⽬が確認できること。

25.2
(1)

シェーマ参照
記載された当該シェーマをクリックすることにより，シェーマのビューア起動
(起動元ツール）ができること。

(2)

画像ビューアフルスクリーン表⽰が容易な操作でできること。

(3)

画像ビューアのウィンドウ終了が容易な操作でできること。

(4)

拡⼤率のインジケータ操作ができること。

25.3
(1)

薬歴参照
薬品は内服，外⽤，注射別に表⽰できること。

(2)

同⼀薬品で異なる単位で⼊⼒されたオーダは単位変換して表⽰できること。

(3)

看護の経過表との薬歴連携ができること。

(4)

カレンダー形式で薬歴の参照ができること。

(5)

処⽅のみ・注射のみ・全ての表⽰切替がワンクリックでできること。

(6)

表⽰期間を１週間、２週間、１ヶ⽉、３ヶ⽉、６ヶ⽉で切替できること。

(7)

抗癌剤・向精神薬・⿇薬・全ての絞込み条件がワンクリックで表⽰切替できるこ
と。

25.4
(1)

DI検索・参照
処⽅／注射等の指⽰ツールから選択した薬品に対するDIを表⽰ができること。
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(2)

薬効分類からのDI検索ができること。

(3)

医薬品名でのDI検索ができること。

(4)

検索された当該医薬品の添付⽂書の表⽰ができること。

(5)

検索された当該医薬品の副作⽤情報の表⽰ができること。

(6)

DI情報を最新のものに更新できること。

25.5
(1)

マニュアル類
各種マニュアルは，カスタマイズにより当病院独⾃のものがトップページなどに
追加・登録できること。

(2)

登録された各種マニュアルは，所定の⼿続きを⾏わなければ書き換えはできない
ように保護できること。

26.
26.1
(1)
(2)

診療⽀援
セット（登録，展開）
共通，患者毎，利⽤者毎，診療科毎にセット内容の登録ができること。
共通，患者毎，利⽤者毎，診療科毎の既登録済セットのツリー表⽰ができるこ
と。その際，選択された⽂書がプレビューできること。

(3)
(4)

セットをお気に⼊りメニューとして登録できること。
セット内容の⼀括展開・⼀部展開ができること。また，セット内容の項⽬複写・
削除を⾏えること。

(5)

基準⽇を選択してセットが展開できること。また、基準⽇とした伝票が識別でき
ること。

(6)

登録セットを任意に並び替えができること。

(7)

セット登録はオーダの組み合わせだけでなく、テンプレートや同意書などの⽂
書、シェーマもセット化できること。
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(8)

薬剤・材料のマスターコードから当該名称を含んだセット、パスの⼀覧をCSV形
式でリスト出⼒を⾏い、それに基づきマスターコードを⼀括更新可能であるこ
と。

26.2
(1)

利⽤者単語登録
単語登録機能を有すること。

(2)

システム使⽤開始時，利⽤者の登録してある辞書をダウンロードできること。

(3)

システム使⽤終了時，利⽤者の登録した単語をサーバの辞書にアップロードがで
きること。

(4)

利⽤者の登録単語の⼀覧表⽰ができ，また⼀覧から新規の単語登録できること。

(5)

利⽤者ごとに単語登録、修正、削除ができること。

26.3
(1)

⽂書作成
共通，診療科，Dr毎に登録済の⽂書をツリーから選択ができること。その際，
選択された⽂書がプレビューできること。

(2)

患者情報（⽒名，年齢など）や利⽤者情報（医師名，診療科名など）を作成対象
⽂書に⾃動記⼊できること。

(3)

作成した⽂書ファイルをカルテ情報として貼り付けができること。

(4)

作成した⽂書の印刷ができること。

(5)

検査や⼿術オーダなどとの連携による説明書，同意書作成ができること。

(6)

ワードだけでなくエクセルも⽂書として使⽤できること。

(7)

⽂書名から特定の⽂書を選択できること。

(8)

作成した⽂書ファイル（Excel、Word）はデータベースに保存し、⼀元管理でき
ること。（バックアップの⼀貫性を考慮）

(9)

患者基本スケジュール印刷に関し，下記10)〜18)の機能を有すること。
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(10) カルテ保存時に患者誘導に必要な情報を即時に印刷できること。
(11) 再印刷ができること。
(12) ⾏き先順の変更ができること。
(13) オーダの実施状態が把握できること。
(14) ⾏き先情報の編集ができること。
(15) 患者情報（患者ID，カナ⽒名，⽒名，年齢，性別，⽣年⽉⽇）が印刷できるこ
と。
(16) 受付番号が印刷できること。
(17) 患者番号バーコードが印刷できること。
(18) 保険情報の印刷ができること。
(19) 予約票印刷に関し，下記20)〜24)の機能を有すること。
(20) カルテ保存時に予約情報があった場合に予約票印刷できること。
(21) 再印刷ができること。
(22) オーダ種別毎に予約票印刷ができること。
(23) 患者情報が印刷できること。
(24) 患者番号バーコードが印刷できること。

26.4
(1)

⽂書参照
共通，診療科，Dr毎に登録済の⽂書がツリー構造にて表⽰され，そこから選択
ができること。その際，選択された⽂書がプレビューできること。

(2)

対象⽂書の印刷機能を有すること。

(3)

対象⽂書作成元ツールを使⽤して⼀時的に修正することができること。

26.5

シェーマ
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(1)

共通，診療科，Dr毎に登録済のひな型画像(シェーマ)をツリー構造で表⽰され，
選択できること。その際に，選択されたシェーマがプレビューできること。

(2)

画像加⼯（コントラスト，輝度，シャープネス，左右反転）ができること。

(3)

シェーマに貼り付けられるイラスト等をシェーマ図に貼り付けられること。

(4)

コメント（最⼤15個）をシェーマ図に貼り付けられること。

(5)

シェーマ内に記述したコメントは画像情報ではなく，⽂字情報としてカルテに格
納し，サムネイル画像状態でもコメントの判読ができること。

(6)

カルテ貼り付け機能を有すること。

(7)

画像読み込み機能を有すること。

(8)

スタンプ，描画線などの透過度の操作ができること。

(9)

Undo（取消し）,Redo（やり直し）機能を有すること。

(10) エディタ以外からの起動ができること。（オーダ指⽰と連動して使⽤できるこ
と）
(11) 登録されたシェーマなしでフリーで書けるように，元絵無しでツール起動ができ
ること。
(12) シェーマ記載時には10⾊以上のカラーを使⽤できること。
(13) 作成したシェーマファイルはデータベースに保存し、⼀元管理できること。
（バックアップの⼀貫性を考慮）

26.6
(1)

テンプレート
共通，診療科，Dr毎に登録済のテンプレートがツリー構造にて表⽰され，そこ
から選択ができること。その際，選択されたテンプレートがプレビューできるこ

(2)

と。
テンプレート内の記述は，リストボックスまたはコンボボックスから選択ができ
ること。

(3)

選択に関しては，択⼀選択，複数選択ができること。
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(4)

選択による記述のほかに，フリー⼊⼒ができること。

(5)

カルテ貼り付け機能を有すること。

(6)

テンプレートからシェーマ作成，表⽰ができること。

(7)

テンプレートで作成された情報はオーダ指⽰に展開されるときに，リストボック
ス，コンボボックスにて⼊⼒された情報を展開されたものを⾃由に変更できるよ
うに，フリーテキスト情報としても記載できること。

(8)

作成したテンプレートファイルはデータベースに保存し、⼀元管理できること。
（バックアップの⼀貫性を考慮）

(9)

26.7
(1)

診療記録や看護記録など記録台紙を選択ができること。

予習登録
未来⽇診療予定の患者に関する記述を事前登録（予習）し，来院時にオーダ発⾏
できること。

26.8
(1)
(2)

依頼医機能
通常権限がない利⽤者でも依頼医設定することで指⽰を発⾏できること。
ログインしている利⽤者から別の利⽤者へ権限を委譲できること。また，委譲者
と代⾏⼊⼒者を記録に残せること。

26.9
(1)

委譲者・委譲者承認
権限委譲された利⽤者が⼊⼒した内容を委譲者が承認する機能をもつこと。

26.10 サマリ管理
(1) 作成済サマリの⼀覧表⽰ができること。
(2)

サマリの印刷機能を有すること。

(3)

サマリ⽂書管理から退院サマリを起動できること。
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(4)

オーダと連携してサマリ項⽬の取り込みができること。

(5)

内容のプレビュー表⽰ができること。

(6)

サマリを承認者に提出できること。また，提出したサマリの訂正依頼ができるこ

(7)

と。
サマリの承認，差し戻しができること。

(8)

サマリが承認者により「差し戻し」もしくは「訂正依頼」がなされた場合には，
サマリ作成者に対しその旨を通知できる機能を有すること。

(9)

1患者１⼊院歴に対して１サマリーが対応できること。

(10) 外来診療中などに、過去の⼊院歴サマリを容易に検索できること。
(11) 過去の⼊院時に記載した同⼀患者のサマリーを複写できること。
(12) ⼊院⽇から発⽣する各種記録（⼊院までの経過、⼊院時現症、既往歴・アレル
ギー、中間サマリ）を、サマリー作成時に⾃動収集し、引⽤活⽤できること。
(13) それぞれの記⼊エリアに対しては⾃由にテキスト編集できること。
(14) サマリー画⾯は基本的な情報を⼀画⾯で表⽰し、できる限り1視野で全体像を確
認できるように設計できること。

(15) シェーマ、テンプレート、検歴、検査レポートなどは添付ファイルとして関連付
けできるようにし、印刷、サマリー情報の抽出に活⽤できるように対応できるこ
と。
(16) 退院サマリの⼿術情報欄について、以下の情報を利⽤し選択⼊⼒できること。
・統合部⾨で⼊⼒した⼿術実施情報
・実施⼿術のマスタに「⼿術」として登録されている項⽬の実施情報
また、上記の選択項⽬以外にフリー⼊⼒で⼿術実施情報を記載できること。

(17) 作成した退院サマリの保存時に未⼊⼒・未選択項⽬の有無をチェックし、チェッ
ク結果ウインドウに表⽰すること。また、未⼊⼒・未選択項⽬が存在する場合は
サマリは保存されないこと。

62

電子カルテシステム

(18) 退院サマリは、作成（未作成・作成中・作成済）・承認（未承認・承認済）・受
取（未受取・受取済）の状態管理が⾏え、訂正依頼・差戻しの機能を有するこ
と。
(19) サマリ作成対象患者の⼀覧画⾯において、退院サマリ未作成患者の識別表⽰がで
きること。
(20) サマリ⼀覧からカルテを参照できること。
(21) サマリ⼊⼒画⾯からカルテを参照できること。
(22) サマリーに記載した内容をファイル出⼒できること。

26.11 情報共有（患者起点の情報掲⽰板機能）
(1) 患者に対するチーム医療推進のために，医療スタッフ間で患者起点で情報共有が
⾏える掲⽰板のようなツール（以降患者掲⽰板）を提供すること。
(2)

患者からの訴え等を患者掲⽰板に記⼊することができること。さらに，医療ス
タッフが電⼦カルテ上でその患者を開くと，直ちにその内容が確認表⽰されるこ

(3)

と。
常時起動時の初期表⽰タブを選択できるよう、病院内での共通設定に加え、患者
毎に初期表⽰タブを設定できること。

(4)

患者掲⽰板にメッセージがある場合は，病棟イメージ、病棟患者⼀覧、受付患者
⼀覧の画⾯で，指⽰，クリック等の操作をしなくとも⼀⽬で確認できる表⽰がで
きること。

(5)

患者掲⽰板に患者からの訴え等を記⼊する場合に，カルテ記述に反映するか，反
映しないかの選択指⽰が⾏えること。

(6)

患者掲⽰板に表⽰されている過去の指導料オーダを流⽤してオーダ発⾏できるこ
と。

(7)

提案する院内情報共有の機能は、特定のスタッフを指定して情報を伝達できるこ
と。

(8)

コンサルテーション依頼(他科診療依頼)の依頼内容と返信内容を⼀画⾯で表⽰で
きること。また、同じ画⾯から診察の予約が取得できること。

(9)

コンサルテーション依頼(他科診療依頼)については、患者掲⽰板の⼀覧から返信
内容を記載できること。
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(10) 患者掲⽰板が起動している場合でも、他ツールを起動できること。

26.12 アクセスログ管理
(1) 利⽤者を起点に，ログインをした/利⽤者変更をした/スクリーンセーバーのロッ
クを解除した/利⽤者ログインパスワード⼊⼒を失敗した/利⽤者ログイン認証を
失敗した/という切り⼝でログを管理できること。
(2)

患者を起点に⼀般患者を選択した・カルテを開いた/制限患者を選択した・カル
テを開いた/制限患者に対するパスワード⼊⼒を失敗した/という切り⼝でログを
管理できること。

(3)

患者の個⼈情報や診察歴を表⽰しているツール（プロファイル，病名，検歴，サ
マリ，経過表など）を対象に操作（参照・更新）についてのログを管理できるこ

(4)

と。
データ印刷/ファイル出⼒（CSV出⼒）についてもログを管理できること。

26.13 症状詳記
(1) 症状詳記を作成できること。
(2)

作成した症状詳記の変更ができること。

(3)

該当患者の過去の症状詳記記載からの流⽤機能があること。

(4)

症状詳記を印刷できること。

(5)

記載した症状詳記を医事システムに送信できること。
また、仮保存状態では送信せず、確定保存となった段階で送信すること。

26.14 アセスメントチャート
(1) 様々なアセスメントチャート・チェックリストを作成し，院内共通フォーマット
として登録できること。
(2)

患者ごとにアセスメントチャートを管理できること。その際の⼊⼒はワープロ⼊
⼒，リストからの選択に対応していること。

(3)

アセスメントチャートを使って記録が開始された場合，カルテにもその内容が転
記されること。
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(4)

アセスメントチャートは⼀次保存機能があり，継続的に記録ができること。

(5)

アセスメントチャートでスコア表⽰などがある場合は⾃動的に計算できること。

(6)

患者に対して1種類のアセスメントチャートでなく，複数のアセスメントチャー
トに記載でき，管理できること。

(7)

別のアセスメントチャートを参照しながら、アセスメントチャートを更新モード
で開き作成が⾏えること。

26.15 ToDo
(1) 院内における通知事項の送受信ができること。
(2)

通知⽇の設定ができること。

(3)

緊急の場合には緊急通知受信ができること。緊急通知がある旨のメッセージが表
⽰され，メッセージをクリックすると，通知内容が⼀覧で表⽰されること。

26.16 ワークフロー（回覧板）
(1) 院内における回覧の送受信ができること。
(2)

通知⽇の設定ができること。

(3)

緊急の場合には緊急通知受信ができること。緊急通知がある旨のメッセージが表
⽰され，メッセージをクリックすると，通知内容が⼀覧で表⽰されること。

(4)

26.17
(1)
(2)
(3)

回覧内容を読んだユーザを確認できること。

ヒストリカルビュー
⻑期間（５、１０、１５年間）における診療情報の⽂書量表⽰ができること。
患者の全カルテ量を、⽉単位に時系列でグラフ表⽰が可能なこと。
患者のカルテ量を⽇単位で、カルテ、オーダ、レポートの括り毎にグラフ表⽰が
可能なこと。

(4)
(5)
(6)
(7)

選択期間における診療情報の⽂書量表⽰ができること。
主病名の罹患期間を表⽰させること。また病名の詳細表⽰も可能であること。
グラフ形式で⼊院期間を表⽰可能なこと。
パス期間の表⽰ができること。
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(8)
(9)
(10)
(11)

任意の⽇付に対して、重要コメントを⼊⼒できること。
全診療科分・⾃診療科分で表⽰の切り替えが⾏えること。
診療科や伝票種別など詳細な検索条件を設定できること。
カルテ量が基準⽉の前後で⼀定量となる範囲を⾃動で選択し、詳細表⽰できるこ
と。

(12) ナビゲータの検索ツールとして、本機能にて指定した期間のカルテ情報をナビ
ゲータに表⽰できること。
(13) ナビゲータへの選択期間の連動ができること。
(14) パスへの選択⽇の連動ができること。
26.18 マルチカルテビューア
(1) 記録種別ごとに時系列表⽰された過去の診療記録をドラッグ＆ドロップすること
で、各診療記録の⼦ビューアを作成できること。またその表⽰レイアウトの構築
が可能であること。同様に診療情報を表⽰、追加が可能であること。
(2)

記録種別ごとに時系列表⽰された過去の診療記録ををクリックすることで、対応
する⼦ビューアに表⽰する情報を⾃動的に変更できること。

(3)

⼦ビューア上にて、右クリックメニューより新規ビューアの追加が可能であるこ

(4)
(5)
(6)
(7)

と。
⼦ビューアの種別を選択して、⼦ビューアの表⽰内容の変更が可能であること。
⼦ビューア同⼠の配置変更が可能であること。
⼦ビューアのサイズを任意に変更できること。
⼦ビューアのサイズを最⼤化できること。
最⼤化した⼦ビューアのサイズを元に戻し、元の位置に表⽰できること。

(8)

⼦ビューアの削除ができること。
削除された⼦ビューア領域は隣接する⼦ビューアのレイアウトを⾃動的に拡⼤
し、当該削除領域を補うこと。

(9)

構築したビューアのレイアウト構成の情報を保存および削除ができること。
また、保存されたレイアウト構成を展開することで、容易にそのレイアウト変更
ができること。

(10) レイアウトの種別毎に定められた初期起動時の優先度に基づき、初期起動時の
ビューアのレイアウト構成の指定ができること。
またレイアウト展開時は、それぞれの⼦ビューアにおいて直近⽇付の診療情報が
表⽰できること。
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(11) 利⽤者ごとにお気に⼊りの表⽰レイアウト構成の情報を追加および削除ができる
こと。
またお気に⼊りのレイアウト構成を展開することで、容易にそのレイアウト変更
が可能であること。
(12) ⽇付を指定して診療情報を検索できること。
(13) カルテ記載のみに絞り込んで検索できること。
(14) 各⼦ビューアに表⽰設定されている診療記録について、直近の情報を検索し、各
⼦ビューアに表⽰可能なこと。

(15) 同じ記録種別の⼦ビューアを複数配置させている場合に、⼦ビューアの個数に応
じた過去診療情報の⾃動検索および⾃動表⽰が可能なこと。
(16) ⼦ビューア毎に検索条件を設定できること。
(17) 選択した⼦ビューアの表⽰情報を、対応する専⽤ツールを別途起動して参照する
ことができること。
（例）⼦ビューアに表⽰された画像データを専⽤ビューアで表⽰する。等
(18) 検体検査結果、及び検歴時系列ビューアは、⼦ビューアにて表⽰している情報を
カルテエディタに貼り付けできること。
(19) 診療履歴画⾯に表⽰されているカルテ記載、オーダ、シェーマ、画像などのシン
ボリックリンク情報をカルテエディタに貼り付けできること。
(20) マルチレイアウトによる複数診療情報の⼀画⾯表⽰ができること。
(21) 診療履歴からのドラッグ＆ドロップ、クリック連携による診療情報表⽰ができる
こと。
(22) レイアウト内のビューア追加・削除・配置変更・サイズ変更ができること。
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

利⽤者、診療科、患者別のレイアウト保存・更新・削除ができること。
診療情報の⽇付指定検索ができること。
診療情報の直近⽇検索ができること。
操作歴保持によるＵｎｄｏ機能を有すること。
半画⾯化できること。
カルテ展開時に診療履歴画⾯の代わりに起動できること。
カルテエディタを常に表⽰できること。
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(30) 検体検査結果ビューアから検歴時系列画⾯の起動でき、検歴時系列ビューアから
検体検査結果画⾯が起動できること。
(31) 検体検査結果ビューアで選択した項⽬が印刷できること。
(32) 検体検査結果ビューアで選択した項⽬をそのまま時系列セットとして登録できる
こと。
(33) 検歴時系列ビューアで選択した項⽬が印刷できること。
(34) ⼦ビューアの上部に現在の検索条件項⽬を表⽰できること。
(35) 診療録の履歴の⽇付ノード選択操作と連動してビューア全体の⽇付が変更できる
こと。
(36) 診療録の履歴の⽇付ノードをドラッグアンドドロップすることによりビューア全
体の⽇付が変更できること。
(37) 予約状況ビューアでは、期間指定で予約情報の検索できること。
(38) 過去カルテを開くことなく、カルテビューアを参照モードで起動できること。
(39) 表⽰中カルテ・オーダの修正、削除が⾏えること。
(40) 患者プロファイルに登録した情報を、表⽰できること。
26.19 成⻑曲線
(1) 成⻑曲線図は、画像データとして登録ができること。
(2)

成⻑曲線図の改版を考慮し、フォーマットの版管理ができること。

(3)

登録したフォーマットを⼀覧表⽰でき、任意のフォーマットに切り替えができる
こと。

(4)

使⽤歴のあるフォーマットが判別できること。

(5)

患者基本情報に登録された測定データを成⻑曲線図上へ表⽰できること。

(6)

成⻑曲線から測定データの追加・修正・削除ができ、患者基本情報に反映ができ
ること。

(7)

成⻑曲線図のクリックにより、直感的な操作で測定データを登録できること。

(8)

測定データの連続⼊⼒ができること。

(9)

年齢は測定⽇から⾃動計算され、成⻑曲線図に応じて、年齢表記を変更できるこ
と。
（年齢「○歳○ヶ⽉○⽇」、⽉齢「○ヶ⽉○⽇」、⽇齢「⽣後○⽇」）
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(10) 患者プロファイルに登録された単位とは異なる単位での表⽰でき、成⻑曲線から
測定データを登録した場合、正しく単位換算され保存できること。
(11) 成⻑曲線図を印刷できること。
(12) 成⻑曲線図をカルテに保存できること。
(13) 成⻑曲線図の形状によって、画⾯レイアウト・印刷レイアウト（縦または横）を
変更できること。
(14) 成⻑曲線で⽤いるフォーマットは、マスタメンテナンスツールで登録（新規作成
のほか、複写追加、修正）ができること。
(15) マスタメンテナンスツールを⽤いて、プロットの⾊、⼤きさ、形、ラベルのフォ
ントサイズ、⾊などの表⽰条件が実画⾯を確認しながら容易に設定できること。
(16) マスタメンテナンスツールで作成途中のフォーマットは仮保存できること。ま
た、作成中のフォーマットは削除できること。
(17) 成⻑曲線図の改版などにより利⽤に適さなくなったフォーマットは、マスタメン
テナンスツールで使⽤を制限できること。

26.20 プレグノグラム（妊娠経過図）
(1) 各種計測データ・内診データの⼊⼒ができること。
(2)

保険指導項⽬の⼊⼒ができること。

(3)

医師特記事項の⼊⼒ができること。

(4)

⼦宮底・体重のグラフ表⽰ができること。

(5)

各種検査の予定実績管理ができること。

(6)

患者基本情報（プロファイル）表⽰ができること。

(7)

保存したデータのロールブラウザ表⽰ができること。

26.21 テンプレートビューア
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(1)

任意のテンプレートで記載された任意のデータ（画像含む）について、時系列表
⽰できること。また、時系列表⽰可能な対象テンプレートは複数選択できるこ
と。

(2)

時系列表⽰されている画像データ部をクリックすることで、拡⼤画像が表⽰でき
ること。

(3)

時系列表⽰するフォーマットはマスタ設定可能とし、複数のフォーマットを設定
できること。また、テンプレートビューア画⾯上で、表⽰フォーマットを変更で

(4)

きること。
表⽰縦軸について、表⽰⾏タイトル、表⽰項⽬、背景⾊、縦幅を設定できるこ

(5)

と。
数値データを表⽰対象としている場合は、上限値、下限値をそれぞれ設定でき、
その値を超えた場合は⽂字⾊を変更する機能を有すること。

(6)

同⼀⽇に複数回の記載があった場合は、常に最新のデータのみを表⽰（体重、⾝
⻑などのデータ）できること。

(7)

表⽰中のフォーマットに登録されているテンプレートについて、テンプレート
ビューア画⾯から新規作成ができること。

(8)

データ表⽰領域を右クリックすることで、該当データを記載したテンプレート
名、作成時間、作成者が表⽰されること。さらに当メニューから、テンプレート
を修正起動および削除ができること。

(9)

表⽰データをファイル出⼒可能なこと。画像データを表⽰している場合は、画像
データもファイル出⼒ができること。

27.
27.1
(1)

病棟業務
病床管理⼀覧
病棟ごとの稼働率，平均在院⽇数，⼊院患者数の表⽰ができること。

(2)

翌⽇，翌々⽇の⼊院予定患者数の集計ができること。

(3)

病室タイプごとの空きベッド数表⽰ができること。

(4)

病棟指定によるベッドスケジュールの表⽰ができること。

(5)

空床数の男⼥別表⽰ができること。
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(6)

病床管理は⼀覧表⽰されたものが印刷できること。

(7)

病床管理は⼀覧表⽰されたものをファイル出⼒できること。

27.2
(1)

ベッドスケジュール
病棟指定機能を有すること。

(2)

ベッドごとに患者の移動情報をスケジュール表で表⽰ができること。

(3)

患者を指定することで移動の契機となったオーダを表⽰ができること。

(4)

患者ベッドシミュレーション機能(ドラッグ＆ドロップ)を有すること。

(5)

仮決定情報と確定情報の２情報について⾊を変えて表⽰できること。

(6)

病棟毎、部屋タイプ毎にベッドの利⽤状況をカレンダで表⽰できること。

(7)

⼊院申込患者，転棟申込患者を表⽰できること。

(8)

⼊院申込患者，転棟申込患者をドラッグ＆ドロップによりカレンダ上に展開させ
ることで，ベッドの利⽤状況をシミュレーションできること。

(9)

転床する際、同⼀病棟内であれば、ドラッグ操作で簡単に同時に患者の⼊れ替え
(転床)が⾏えること。

(10) ⼊院中の患者の転室，転棟，退院のシミュレーションができること。
(11) 患者ベッドのシミュレーション結果を外部ファイルに保存できること。
(12) 感染症患者の確認ができること。
(13) ベッドスケジュール参照時に閲覧したい患者様のカルテを開き、参照できるこ
と。
(14) ベッドスケジュールから患者様の基本情報やアレルギー、感染症などのプロファ
イル情報を参照できること。

27.3
(1)

移動予定患者⼀覧
⽇付指定，オーダ種別指定，病棟指定による移動オーダ⼀覧表⽰ができること。
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(2)

移動予定患者⼀覧印刷機能を有すること。

(3)

移動予定患者⼀覧では利⽤者の検索が簡単にできるように⼀度設定した検索条件
の保存ができること。

(4)

移動予定患者⼀覧は患者のカルテ選択の機能を有し、移動予定患者⼀覧から該当
する患者様のカルテを開けること。

(5)

移動予定患者⼀覧に表⽰されている患者様の基本情報などを参照したい場合、操
作性を向上するために、移動予定患者⼀覧から該当する患者の基本情報やアレル
ギー、感染症情報を参照できること。

(6)

27.4
(1)

移動予定患者⼀覧をファイル出⼒できること。

ベッドコントロール
病棟指定，診療科指定，表⽰対象期間を指定し患者⼀覧表⽰ができること。
⼊院申込、退院許可、転棟申込（転⼊）、転棟申込（転出）に関する情報の表⽰
ができること。

(2)

⼊院申し込み⼀覧の患者を指⽰すると⼊院決定画⾯を表⽰し，⼊院⽇の決定，
ベッドの決定，受持看護師の決定ができること。

(3)

退院許可⼀覧の患者を指⽰すると退院決定画⾯を表⽰し，退院⽇の決定をできる
こと。

(4)

⼀覧印刷ができること。

(5)

⼊院申込、⼊院決定を修正できること。

(6)

決定情報と未決定情報（申込）を同時に表⽰できること。

(7)

転棟，転出申し込み⼀覧の患者を指⽰すると転棟･転出決定画⾯を表⽰し，転
棟・転出⽇の決定
ができること。

(8)

転棟申込、転棟決定を修正できること。

(9)

退院許可、退院決定を修正できること。
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(10) ⼊院決定処理した患者様の⼊院決定を取消しできること。
(11) 転棟決定処理した患者様の転棟決定を取消しできること。
(12) 退院決定処理した患者様の退院決定を取消しできること。
(13) 利⽤者毎にベッドコントロールする⼀覧画⾯の検索条件の保存ができること。
(14) ベットコントロールの⼀覧画⾯を閉じなくても患者様のカルテを表⽰できるこ
と。
(15) ベットコントロールの⼀覧画⾯を閉じることなく、また患者様のカルテを開くこ
となく、当機能にて患者様の移動情報、⾷事情報の指⽰内容を専⽤画⾯で閲覧が
できること。

27.5
(1)
(2)

⼊院実施・退院実施・転棟実施等（病棟マップ）
⼊院決定が終了している患者の⼀覧表⽰ができること。
⼊院実施処理により病棟イメージ患者⼀覧，病棟患者⼀覧への表⽰ができるこ
と。

(3)

27.6
(1)

⼊院実施、退院実施、転棟実施等の実施業務ができること。

新⽣児管理
病棟マップ上の⺟親ラベルの右クリックメニューから正常新⽣児⼊室画⾯を起動
できること。

(2)

病棟マップ上の「⼊室」ボタンからも正常新⽣児⼊室画⾯を起動できること。

(3)

⺟親ラベルから正常新⽣児⼊室画⾯を起動した場合、⺟親情報については⾃動登
録できること。

(4)

新⽣児検索する場合は、⽣後⽇数により絞込みができること。

(5)

担当情報として、主担当医、担当医、担当看護師、副担当看護師、チームを設定
できること。

(6)

⺟親の担当情報をボタンクリックにより容易にコピーできること。
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(7)

正常新⽣児⼊室確定時、⺟親と新⽣児双⽅の患者プロファイル情報を更新し、親
情報と⼦情報が⾃動登録できること。

(8)

⺟⼦同室、新⽣児室の部屋区分の変更ができること。

(9)

正常新⽣児を退室させることができること。

(10) ⺟親の移動（転棟、転室、転床、退院）に伴い、新⽣児の移動を促すメッセージ
が表⽰できること。
(11) 正常新⽣児の⼈数は病棟管理⽇誌で⾃動取り込みができること。
(12) 正常新⽣児に対して発⾏されたオーダは医事システムに外来扱いで送信できるこ
と。
27.7
(1)

⼊院診療計画書・退院療養計画書
電⼦カルテシステムより⼊院診療計画書または退院療養計画書を作成し、印刷で
きること。

(2)

⼊院診療計画書に、登録済みのDPCオーダにおける「⼊院の契機となった傷病
名」および「診断群分類」を取り込めること。

(3)

⼊院診療計画書に記載する症状、看護やリハビリテーションの計画、総合的な機
能評価はマスタで設定された項⽬から選べること。また、フリー⼊⼒にも対応す

(4)

ること。
⼊院予約オーダが発⾏されたタイミングで、⼊院診療計画書の作成⼀覧に患者名
が表⽰されること。

(5)

退院療養計画書に記載する患者名や診療科、病棟は電⼦カルテシステムのデータ
を⾃動連携すること。

(6)

退院療養計画書に記載する注意事項（⾷事や⼊浴、運動など）は選択肢から選べ
ること。また、フリー⼊⼒にも対応すること。

(7)

退院オーダが発⾏されたタイミングで、退院療養計画書の作成⼀覧に患者名が表
⽰されること。

(8)

退院⽇が決定したら、作成⼀覧の退院⽇が⾃動更新されること。
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(9)

作成した退院療養計画書は、⼊退院診療計画書の作成⼀覧に作成済であることが
反映されること。

(10) ⼊院診療計画書、退院療養計画書の作成⼀覧は患者ＩＤ指定で検索ができるこ
と。
(11) ⼊退院計画⼀覧で、未記⼊／記⼊中／記⼊済／患者へ未提供／提供済の状態が管
理できること。
(12) ⼊退院計画⼀覧で、職種ごとの記載状況が管理できること。
(13) ⼊退院計画⼀覧から、当該患者の⼊院診療計画書、退院療養計画書の作成および
修正、印刷ができること。

(14) ⼊院診療計画書の作成⼀覧は、期間、病棟、診療科、⼊院／⼊院予定を含むの条
件指定で検索できること。

(15) 退院療養計画書の作成⼀覧は、期間、病棟、診療科、退院／退院予定を含むの条
件で検索できること。
(16) ⼊院診療計画書は、転科時にも作成できること。

27.8
(1)

⼊退院⽂書⼀覧
病棟、診療科単位に⼊院期間中に作成が必要な⽂書の作成状況を⼀覧形式にて管
理できること

(2)

⼊退院⽂書⼀覧の対象⽂書は⼀覧表⽰画⾯から新規作成、修正ができること。

(3)

⼊退院⽂書⼀覧画⾯からカルテを開けること。

(4)

⼊退院⽂書⼀覧画⾯の⼀覧印刷、⼀覧ファイル出⼒ができること。

(5)

⼊退院⽂書⼀覧画⾯の検索条件の保存（利⽤者単位）ができること。

(6)

患者ID、病棟、診療科、主担当医、担当医、主看護師、⼊院期間、⽂書の作成状
況による検索ができること。
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27.9
指⽰簿
（1） 電⼦カルテに、指⽰者、オーダ発⾏⽇、発⾏時間の情報が⾃動転記され、記録と
して保存できること。
（2） オーダに変更や中⽌があった場合には、電⼦カルテシステムから修正や中⽌がで
きること。また、修正や中⽌の情報は即時に電⼦カルテに記載されること。
（3） オーダの変更や中⽌を⾏った場合は、変更履歴や削除履歴を持たせること。特に
変更履歴は、版数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、す
べての履歴を電⼦カルテに残すこと。また変更履歴はカルテの条件検索で即時に
表⽰できること。
（4） 過去にオーダ発⾏した情報をコピーできること。
（5） オーダ⼊⼒の効率化を考慮して、指⽰簿指⽰オーダを他に必要な他のオーダ（検
査や処置など）と組み合わせてセット登録ができること。セット登録は利⽤者設
定、患者設定が可能であること。
（6） ⽇々の診療業務において患者様に対して詳細な指⽰（発熱時や不眠時の指⽰な
ど）を⼊⼒する指⽰簿指⽰機能を有すること。
（7） 指⽰簿指⽰内容をマスタなどで定型化、院内の⽤語統⼀化が可能なこと。
（8） マスタからの指⽰では表現しきれない場合に指⽰簿指⽰内容をフリーで指⽰でき
ること。
（9） 指⽰簿内容は⼀⽇限りでなく、継続的且つ終了⽇を設定した指⽰ができること。
（10） オーダの終了⽇は項⽬単位にデフォルト設定が可能であること。
（11） ⽤法画⾯を介さずに開始⽇/終了⽇クリックでカレンダ起動による⽇付⼊⼒がで
きること。
（12） 指⽰簿オーダ画⾯で選択した指⽰の開始⽇時、終了⽇が⼀括変更できること。
（13） 電⼦カルテの指⽰簿指⽰で⼊⼒した内容は看護師へ即時に伝達され、患者への指
⽰が⼀覧で参照できること。
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（14） 同⼀指⽰分類の指⽰を⼊⼒する場合は、重複⼊⼒チェックが動作し、アラームを
挙げること。
（15） 医師の指⽰内容を確認しやすいように継続指⽰（指⽰簿指⽰）内容をカレンダに
て表⽰できること。
（16） カレンダ表⽰は、実施時間・実施状況が確認可能な詳細表⽰ができること。
（17） 同じ分類の指⽰はまとまって表⽰されること。また表⽰順番は設定が可能である
こと。
（18） 医師の継続指⽰内容をカレンダで表⽰した際に指⽰内容の他に依頼医師、指⽰
⽇、指⽰の終了⽇など継続指⽰の詳細が表⽰ができること。
（19） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）では⽇付、継続指⽰の種類、継続している
指⽰、終了している指⽰による検索表⽰ができること。
（20） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）の印刷ができること。
（21） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）上で継続指⽰の指⽰終了⽇の変更ができる
こと。
（22） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）上で継続指⽰を変更操作した場合に、
必ず変更前指⽰の下段に指⽰が表⽰され、変更前後の関連性が明⽩であること。
（23） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）上では、指⽰受け前後で指⽰の表⽰⾊が変
更されること。
（24） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）上で、指⽰の実施⼊⼒が可能であること。
（25） 継続指⽰カレンダ（指⽰簿カレンダ）上では、指⽰の実施状態が表⽰されるこ
と。
（26） 退院や死亡の際に継続指⽰の⼀括終了ができること。
（27） 指⽰簿カレンダから指⽰簿指⽰の新規作成・変更・修正・削除・複写・中⽌がで
きること。
（28） 指⽰簿カレンダで指⽰簿指⽰の履歴表⽰ができること。
（29） 指⽰簿カレンダで指⽰簿指⽰の版数表⽰ができること。
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（30） 指⽰簿カレンダの表⽰条件が現在時刻でアクティブな指⽰でフィルタリング可能
であること。
（31） 指⽰簿カレンダの表⽰条件が指⽰分類でフィルタリング可能であること。

27.10 未実施の確認（未実施⼀覧）
(1) 実施⼊⼒漏れを防⽌するために⼊院患者の⽇々の実施（請求）⼊⼒の漏れがない
かチェックする機能を有すること。
(2)

実施⼊⼒漏れのオーダを患者毎、病棟毎、診療科毎に抽出して表⽰ができること

(3)

未実施の確認（未実施⼀覧）では期間、診療科、病棟、患者ＩＤ、実施区分によ
る検索表⽰ができること。

(4)

未実施の確認（未実施⼀覧）で各種検索条件の保存ができること。

(5)

未実施の確認（未実施⼀覧）をファイル出⼒できること。

28.
28.1
(1)
(2)

29.
29.1
(1)

看護業務
看護指⽰
指⽰⽇の指定ができること。
マスタで指定した指⽰内容の指定ができること。

チーム医療
チーム医療
チーム医療の関係者がチーム医療の対象患者に対して介⼊依頼オーダの発⾏がで
きること。

(2)

各チームの介⼊依頼オーダは、患者プロファイル、病名などの患者基本情報を引
き継いで表⽰できること。

(3)

介⼊依頼オーダの発⾏時にそのチームメンバに対して、ＴｏＤｏ機能によって依
頼が来たことを通知できること。
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(4)

チームへの介⼊状況として、新規依頼、再依頼、介⼊中、却下、介⼊終了のス
テータスを管理できること。

(5)

介⼊状況が新規依頼、再依頼、介⼊中の状態の患者に対し、同⼀チームの介⼊依
頼オーダの発⾏を発⾏しようとした場合は重複チェックが実施できること。

(6)

チーム介⼊依頼オーダを発⾏した時点で、チーム医療患者⼀覧上に該当患者の情
報が表⽰できること。

(7)

チーム医療患者⼀覧から、各チームの介⼊依頼状況が確認でき、介⼊依頼オーダ
に対して受付・却下ができること。

(8)

介⼊依頼オーダに対して却下場合はその理由の⼊⼒ができること。

(9)

チーム医療患者⼀覧で参照したいチームを選択することにより、以下の情報が表
⽰できること。
・病棟、病室、診療科、患者ＩＤ、患者名、カナ⽒名、性別、年齢、介⼊チーム
名、介⼊状況、次回回診予定⽇、⼊院⽇、退院⽇、依頼⽇、受付⽇、介⼊終了
⽇、⼊院⽬的、⼊院病名、主担当医、担当看護師、⼊外区分

(10) チーム医療患者⼀覧は下記条件を検索条件として指定が可能なこと。
・チーム
・受付⽇
・介⼊状況
・⼊外区分
・病棟
・診療科
･患者ID
(11) 各チームの介⼊依頼オーダの依頼コメント（全⾓25⽂字以内）を、チーム医療
患者⼀覧に表⽰できること。

(12) チーム医療患者⼀覧の検索条件を利⽤者別に保存できること。
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(13) チーム医療患者⼀覧の検索結果の件数を表⽰できること。
(14) 検索結果表⽰部分の列名をクリックすることでソートができること。
(15) チーム医療患者⼀覧で11チーム複数指定による参照ができること。
(16) チーム医療患者⼀覧の内容を印刷できること。
(17) チーム医療患者⼀覧の内容をファイル出⼒できること。
(18) チーム医療患者⼀覧からチームごとの記録⽂書を起動し、過去の記録⽂書の参照
と新規⼊⼒ができること。

(19) チーム医療患者⼀覧から介⼊依頼オーダの参照ができること。
(20) チーム医療患者⼀覧からカルテの起動ができること。
(21) チーム医療患者⼀覧から経過表の起動ができること。
(22) チーム医療患者⼀覧から検歴⼀覧の起動ができること。
(23) チーム医療患者⼀覧からエクセルチャートの起動ができること。
(24) チーム医療患者⼀覧から摂取栄養量画⾯が起動できること。
(25) チーム医療患者⼀覧からテンプレートビューアが起動できること。
(26) チーム医療患者⼀覧から再診予約オーダ画⾯を起動でき、次回回診予定が⼊⼒で
きること。また、選択可能な予約枠は対象のチームに設定された予約枠のみに絞
り込みができること。
(27) ⼊院時の栄養状態問診のため、SGAシートを記載可能なこと。
(28) SGAシートは、患者プロファイル情報（⾝⻑、体重など）を取得し、SGAシート
の項⽬として初期表⽰可能なこと。

(29) SGAシートは、BMIや活動係数、障害係数などの栄養評価に必要な項⽬を⼊⼒可
能なこと。
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(30) SGAシートの問診内容を追加、修正可能とし、設定により栄養管理計画書及びス
クリーニング表連携を可能とすること。
(31) SGAシートで⼊⼒した栄養判定は栄養管理患者⼀覧と連携し、栄養管理患者⼀覧
に表⽰可能なこと。
(32) SGAシートの出⼒項⽬をマスタメンテナンス画⾯から追加・修正・削除が可能な
こと。
(33) 外来で記載したSGAシートの内容を、⼊院後のSGAシートに引⽤できること。
(34) 栄養管理計画書記載対象の患者を栄養管理患者⼀覧により把握できること。
(35) 栄養管理患者⼀覧は下記条件にて検索できること。
・作成対象患者
-⼊院⽇から1〜3⽇以上経過
-退院済み
-再評価
・患者ID
・保留患者
・⼊院⽇・退院⽇・作成⽇について期間選択、または現在⼊院中
-未作成、作成済、対象外
・担当栄養⼠
・担当医師
・担当看護師
・現在病棟
・現在診療科
・SGA評価
(36) 栄養管理患者⼀覧にて、栄養管理計画書の下記状態ごとの検索結果件数が表⽰可
能なこと。
・総件数
・未作成
・作成済
・保留
・対象外
(37) 栄養管理計画書は、患者プロファイル情報（⾝⻑、体重など）を取得し、栄養管
理計画書の項⽬として初期表⽰可能なこと。
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(38) 栄養管理計画書は、移動オーダより担当医、担当看護師を取得し、栄養管理計画
書の項⽬として初期表⽰を⾏うことが可能なこと。
(39) 栄養管理計画書は、現在の⾷事情報を初期表⽰することが可能なこと。
(40) 栄養管理計画書から検査結果の参照が可能なこと。
(41) 栄養管理計画書は、あらかじめ定型⽂をマスタ登録しておくことで⼊⼒項⽬を定
型⽂から選択することが可能なこと。
(42) 栄養管理計画書は、栄養指導の必要性と予定時期の⼊⼒が可能なこと。
(43) 栄養管理計画書は、次回の栄養管理計画⽴案⽇を設定可能なこと。設定した次回
評価⽇は、栄養管理患者⼀覧と連動し、記載しなければならない計画書の検索が
可能なこと。
また、栄養状態の評価と連動して、次回⽴案⽇を⾃動設定することも可能なこ
と。
(44) 栄養管理計画書は、「確定」保存と、「保留」保存の２種類の保存ステータスを
選択して計画書の保存が可能であること。ステータスは栄養管理患者⼀覧と連動
し、検索条件として指定可能なこと。
(45) 栄養管理計画書の「確定」ボタン押下時に、必須チェックを⾏うことが可能であ
ること。チェック項⽬はマスタ設定可能とし、職種ごとに必須項⽬を設定可能と
すること。
(46) 栄養管理計画書では、画⾯上に表⽰、もしくは⼊⼒された項⽬を利⽤して四則演
算ができること。
(47) 栄養状態スクリーニング表には、過去1週間の⾷事による栄養量、処⽅/注射薬に
よる栄養量、及び両者の合算が表⽰できること。また。⾷事による栄養量は、経
過表にて⼊⼒した喫⾷量を反映できること。
(48) アセスメント回診記録は各職種ごとにＳＯＡＰ形式での記録が登録できること。
(49) 患者の喫⾷情報として、摂取栄養量画⾯による栄養成分ごとの摂取情報を表⽰可
能なこと。
(50) 摂取栄養量画⾯は、エネルギー、⽔分、タンパク質などの栄養成分ごとの摂取量
を表⽰可能なこと。この栄養成分は、栄養成分マスタにて追加、変更が可能なこ
と。

82

電子カルテシステム

(51) 摂取栄養量画⾯は、経過表の⾷事量と連携し、栄養量を表⽰可能なこと。
(52) 摂取栄養量画⾯は、⾷事以外の摂取栄養情報として、注射オーダによる輸液や処
⽅オーダによる経管栄養剤等の情報も表⽰可能なこと。また、輸液や栄養剤の内
容はマスタ登録したものを絞り込み表⽰可能なこと。

(53) 摂取栄養量画⾯は、各栄養成分ごとの1⽇量の合計、期間平均を表⽰可能なこ
と。
(54) 摂取栄養量画⾯は、必要な患者情報を表⽰可能なこと。
・⾝⻑
・体重
・標準体重
・ＢＭＩ
・基礎代謝量 (⾃動計算で表⽰

※ Harris-Benedict 式）

・検査結果
(55) 褥瘡管理対象の患者を褥瘡管理患者⼀覧により把握できること。
(56) 褥瘡管理患者⼀覧は下記条件にて検索可能なこと。
・患者ID
・検索期間
−現在⼊院中
−⼊院中、⼊院⽇、退院⽇、⼊退院⽇における期間指定
・病棟、診療科
・下記項⽬のAND/OR指定
−⾃⽴度
−褥瘡リスク
−介⼊状況
−褥瘡有無
−褥瘡発⽣場所
−ハイリスク項⽬
−重点的なケア
・下記⽂書の作成状態
−危険因⼦評価票
−褥瘡対策計画書
−褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書
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(57) 褥瘡管理患者⼀覧に表⽰する患者レコードは、⼊院期間中の最新レコード/全レ
コード表⽰の切り替えが可能なこと。
(58) 褥瘡管理患者⼀覧にて、検索結果件数が表⽰可能なこと。
(59) 褥瘡管理患者⼀覧の⼀覧印刷およびファイル出⼒が可能なこと。
(60) 褥瘡管理患者⼀覧の検索条件を利⽤者ごとに保存することが可能なこと。
(61) 褥瘡管理患者⼀覧で抽出した患者に対して、右クリックメニューにより危険因⼦
評価票が記載可能なこと。

(62) 褥瘡管理患者⼀覧で抽出した患者に対して、右クリックメニューにより褥瘡対策
計画書が記載可能なこと。

(63) 褥瘡管理患者⼀覧で抽出した患者に対して、右クリックメニューにより褥瘡リス
クアセスメント票・褥瘡予防治療計画書が記載可能なこと。
(64) 褥瘡管理患者⼀覧で抽出した患者に対して、右クリックメニューにより褥瘡経過
記録が記載可能なこと。

(65) 褥瘡管理患者⼀覧から、テンプレートビューアが起動可能なこと。
(66) 褥瘡管理患者⼀覧から、摂取栄養量画⾯が起動可能なこと。
(67) 褥瘡管理患者⼀覧から、Excelチャートが起動可能なこと。
(68) 褥瘡管理患者⼀覧から、カルテの起動ができること。

84

電子カルテシステム

(69) 褥瘡管理患者⼀覧にて、下記内容が確認可能なこと。
・患者ID、患者⽒名
・性別
・年齢
・診療科、病棟、病室
・⼊院⽇
・退院⽇
・⾃⽴度
・褥瘡リスク
・褥瘡有無
・褥瘡発⽣
・回数
・ハイリスク項⽬
・重点的なケア
・褥瘡介⼊状況
・NST介⼊状況
・褥瘡管理加算
・ハイリスク加算
・危険因⼦評価票

作成状態、作成⽇、作成者、更新⽇、更新者

・褥瘡対策計画書

作成状態、作成⽇、作成者、更新⽇、更新者

・褥瘡リスクアセスメント票

作成状態、作成⽇、作成者、更新⽇、更新者、評

価⽇、評価者
・⼊院主病名
・その他病名
・⼊院⽬的
・主担当医
・担当医
・担当看護師
(70) 危険因⼦評価票は、患者プロファイル情報（褥瘡有無など）を取得し、危険因⼦
評価票の項⽬として初期表⽰可能なこと。
(71) 危険因⼦評価票は、担当医、担当看護師の情報を取得し、危険因⼦評価票の項⽬
として初期表⽰を⾏うことが可能なこと。
(72) 危険因⼦評価票は、褥瘡対策計画書及び褥瘡リスクアセスメント票との共通項⽬
の⼊⼒内容を取得し、危険因⼦評価票の項⽬として初期表⽰可能なこと。
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(73) 危険因⼦評価票は、外来で記載した評価内容を、⼊院後の評価票に引⽤できるこ
と。
(74) 危険因⼦評価は、厚⽣労働省危険因⼦評価、K式スケール、OH式スケール、ブ
レーデンスケールのいずれかで⾏うことが可能なこと。
(75) 危険因⼦評価票は、画⾯上の項⽬を任意に追加・変更可能であること。
(76) 危険因⼦評価票は、印刷可能であること。
(77) 褥瘡対策計画書は、患者プロファイル情報（褥瘡有無など）を取得し、褥瘡対策
計画書の項⽬として初期表⽰可能なこと。
(78) 褥瘡対策計画書は、担当医、担当看護師の情報を取得し、褥瘡対策計画書の項⽬
として初期表⽰を⾏うことが可能なこと。
(79) 褥瘡対策計画書は、危険因⼦評価票及び褥瘡リスクアセスメント票との共通項⽬
の⼊⼒内容を取得し、褥瘡対策計画書の項⽬として初期表⽰可能なこと。
(80) 褥瘡対策計画書は、看護計画と連携し、⽴案された看護計画を引⽤可能であるこ
と。また、看護問題⼀覧画⾯から看護計画を呼び出し、新しい看護計画の⽴案や
計画内容の変更ができること。
(81) 褥瘡対策計画書について、褥瘡患者管理加算にチェック後、確定保存したタイミ
ングで、医事連携を⾏い、褥瘡患者管理加算を算定することが可能であること。
(82) 褥瘡対策計画書は、褥瘡ハイリスク項⽬、その他危険因⼦の⼊⼒が可能であるこ
と。
(83) 褥瘡対策計画書は、退院時及び終了時の総合評価の⼊⼒が可能であること。
(84) 褥瘡対策計画書で、DESIGN-Rスコアの⼊⼒ができること。
(85) 褥瘡対策計画書は、画⾯上の項⽬を任意に追加・変更可能であること。
(86) 褥瘡対策計画書は、印刷可能であること。
(87) 褥瘡発⽣報告書は、患者プロファイル情報（褥瘡有無など）を取得し、褥瘡発⽣
報告書の項⽬として初期表⽰可能なこと。

86

電子カルテシステム

(88) 褥瘡発⽣報告書は、体圧分散マットレスの使⽤状況等、褥瘡発⽣の報告に必要な
情報が⼊⼒可能であること。
(89) 褥瘡発⽣報告書は、画⾯上の項⽬を任意に追加・変更可能であること。
(90) 褥瘡発⽣報告書は、印刷可能であること。
(91) 褥瘡発⽣率統計において、⽇本褥瘡学会の基準に則した統計がとれること。
(92) 褥瘡発⽣率統計において、発⽣率および有病率の統計期間を分けて統計がとれる
こと。
(93) 褥瘡発⽣率統計において、⽉単位での期間指定および⽇単位での調査⽇指定の切
り替えができること。
(94) 褥瘡発⽣率統計において、指定した期間内における病棟毎/全病棟の⼊院患者実
数、褥瘡院内発⽣患者数、褥瘡院外発⽣患者数、褥瘡発⽣率の統計がとれるこ
と。
(95) 褥瘡発⽣率統計は、統計結果のExcel出⼒が可能であること。
(96) 褥瘡発⽣率統計は、指定した期間内で同患者の褥瘡治療が複数回⾏われた場合、
褥瘡発⽣を1と計数するか、複数回全て計数するか選択可能であること。
(97) 褥瘡発⽣率統計は、ファイル出⼒時における病棟毎/全病棟の⼊院患者数、褥瘡
有病患者数、時点褥瘡有病率が統計可能であること。
(98) 褥瘡発⽣率統計は、指定した期間内における⽉毎の病棟毎/全病棟の⼊院患者実
数、褥瘡院内発⽣患者数、褥瘡院外発⽣患者数、褥瘡発⽣率が統計可能であるこ
と。
(99) 褥瘡発⽣率統計は、指定した期間全体における病棟毎/全病棟の⼊院患者実数、
褥瘡院内発⽣患者数、褥瘡院外発⽣患者数、褥瘡発⽣率が統計可能であること。
(100) 診療科、病棟、性別、年齢、患者プロファイル情報、検査結果情報を指定し、注
意が必要な患者のスクリーニングができること(例:Alb値による栄養状態の評価
など)。
(101) スクリーニング条件はNSTなどの医療チームごとに設定できること。また、利⽤
者条件として5個まで保存できること。
(102) 検査結果については、任意の検査項⽬を5個までスクリーニング条件として指定
できること。ただし、対象の検査項⽬は定性および定量検査を対象とすること。
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(103) 検査結果については、○○以上、○○以下の範囲指定ができること。また、過去
何⽇間の検査かを条件として指定できること。
(104) プロファイル情報については、数値タイプ、チェックボックスタイプ、ラジオボ
タンタイプのプロファイル情報を5個までスクリーニング条件として指定できる
こと。
(105) プロファイル情報については、数値データの場合は、〇〇以上、〇〇以下の範囲
指定ができること。チェックボックスタイプの場合は、チェックの有り、無しを
指定できること。また、値が無い場合も条件として指定できること。
(106) プロファイル情報については、上記の条件に加え、更新⽇付範囲も条件として指
定できること。
(107) スクリーニング⼀覧は、結果表⽰時、⽒名などの基本情報に加えて、スクリーニ
ング条件およびその値を表⽰できること。
(108) スクリーニング⼀覧の⼀覧印刷およびファイル出⼒ができること。
(109) スクリーニング⼀覧は、右クリックメニューより、注意が必要な患者のピック
アップができること。また、ピックアップは、医療チームもしくは利⽤者単位で
できること。
(110) ピックアップ時、ピックアップコメントを⼊⼒できること。
(111) スクリーニング⼀覧は、右クリックメニューより、選択した患者のカルテを起動
できること。
(112) スクリーニング⼀覧は、右クリックメニューより、検査歴⼀覧の起動を可能と
し、患者の検査歴を参照できること。
(113) スクリーニング⼀覧は、右クリックメニューより、経過表メニューを起動できる
こと。経過表未作成状態の患者の場合は、経過表フォーマット選択画⾯が表⽰さ
れ、作成中患者の場合は直接経過表が起動すること。
(114) スクリーニング⼀覧は、右クリックメニューより、レコード項⽬を対象とした絞
り込み（フィルタ機能）ができること。フィルタ機能は、選択フィルタ、⾮選択
フィルタ、テキストフィルタを備えており、フィルタ解除も同メニューからでき
ること。

88

電子カルテシステム

(115) ピックアップ患者⼀覧は、スクリーニング⼀覧にてピックアップした患者の⼀覧
表⽰ができること。この際、指定するチームは、単⼀チーム指定、複数チーム指
定のいずれもできること。
(116) ピックアップ患者⼀覧は、患者を⼀覧表⽰する際、Myピックアップを含めるか
どうか指定できること。
(117) ピックアップ患者⼀覧の⼀覧印刷およびファイル出⼒ができること。
(118) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、ピックアップしたチームへ
の介⼊依頼ができること。
(119) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、選択した患者のピックアッ
プ解除ができること。
(120) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、ピックアップ時コメントを
修正できること。
(121) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、選択した患者のカルテを起
動できること。
(122) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、検査歴⼀覧を起動でき、患
者の検査歴を参照できること。
(123) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、経過表メニューを起動でき
ること。経過表未作成状態の患者の場合は、経過表フォーマット選択画⾯が表⽰
され、作成中患者の場合は直接経過表が起動すること。

(124) ピックアップ患者⼀覧は、右クリックメニューより、レコード項⽬を対象とした
絞り込み（フィルタ機能）ができること。フィルタ機能は、選択フィルタ、⾮選
択フィルタ、テキストフィルタを備えており、フィルタ解除も同メニューからで
きること。
30.
30.1
(1)

DPC
DPC登録ツール
電⼦カルテシステムに、指⽰者、オーダ発⾏⽇、発⾏時間の情報が⾃動転記さ
れ、記録として保存できること。
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(2)

オーダに変更や中⽌があった場合には、電⼦カルテシステムから修正や中⽌がで
きること。また、修正や中⽌の情報は即時にカルテに記載できること。

(3)

オーダの変更や中⽌を⾏った場合は、変更履歴や削除履歴を持たせること。特に
変更履歴は、版数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、す
べての履歴をカルテに残すこと。また、変更履歴はカルテの条件検索の指定によ
り即時に表⽰できること。

(4)

ＤＰＣツールで⼊⼒した情報は医事会計システムへ送信され、包括請求レセプト
を発⾏できること。

(5)

電⼦カルテの⼊退院情報からＤＰＣ対象期間を取得できること。

(6)

⼊院中にＤＰＣの⾒直し、変更ができること。

(7)

退院前に最も医療資源を投⼊した傷病名を登録できること。

(8)

DPC病名登録時、すべての傷病名項⽬に対し、DPC対象外病名のチェックがか
かること。

(9)

⼊院診療計画書の病名を参考情報として表⽰し、⼊院の契機となった傷病名を取
り込めること。

(10) 必須⼊⼒項⽬、請求時に必要な情報、調査時に必要な情報を画⾯上で⼀⽬でわか
るように表⽰ができること。
(11) 医師と事務員の意思疎通を円滑にするために、請求項⽬の確認を医師、事務でそ
れぞれできること。必要に応じて、確認済のロックをかける機能を有すること。
(12) 請求項⽬の確認状況をＤＰＣ適⽤の患者⼀覧画⾯に表⽰できること。
(13) 電⼦カルテに⼊⼒されている病名⼀覧から、主病名、医療資源を最も投⼊した傷
病名、医療資源を2番⽬に投⼊した傷病名、⼊院の契機となった傷病名を⼊⼒で
きること。該当する傷病名がない場合は、病名登録画⾯を起動して病名登録がで
きること。
(14) 登録する傷病名は、ＩＣＤコードと紐づけができること。
(15) ＩＣＤコードを複数持つ病名を、登録する際に確認画⾯を表⽰し、選択できるこ
と。
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(16) 個⼈病名は全科、⾃科の表⽰切替ができること。
(17) 主要診断群から傷病名を検索し、主病名、医療資源を最も投⼊した傷病名、医療
資源を2番⽬に投⼊した傷病名、⼊院の契機となった傷病名を登録できること。
(18) 主要診断群から傷病名検索時に”＄”（ワイルドカード）付きコードの病名も表⽰
するか選択できること。
(19) 死因となった病名がある場合、死因病名であることを選択・表⽰できること。
(20) 疑い病名がある場合は、疑い病名であることを選択・表⽰できること。
(21) 医療資源を最も投⼊した傷病名登録時に、病名付加コードが必要な場合は、病名
付加コードが⼊⼒できること。
(22) ＤＰＣ決定要因として⼿術／処置情報の登録ができること。
(23) ⼿術／処置の情報を電⼦カルテの実施情報からＤＰＣ関連⼿術として登録できる
こと。
(24) Ｋ、Ｊコードで分類された⼿術／処置から⼿術／処置名称またはＫ、Ｊコードを
検索し、登録ができること。
(25) ⼊院⽬的、⼊院時ＪＣＳ等のＤＰＣ分岐に使⽤する重傷度を⼊⼒できること。
(26) ＤＰＣ対象外の場合、対象外の理由を選択できること。
(27) ＤＰＣとは別に、⼊院レセプトに必要な情報を⼊⼒できること。⼊⼒した内容は
⼊院レセプトに反映されること。

(28) ＤＰＣコード、診断群分類などの決定している情報を常に画⾯に表⽰ができるこ
と。
(29) 登録ＤＰＣ歴情報の⼀覧表⽰ができること。
(30) 様式１の調査項⽬の内容を職種別（医師、看護師、事務職員）に⼊⼒できるこ
と。
(31) 精神科病棟に⼊院中の患者に関する情報を⼊⼒できること。
(32) 癌のステージ分類が⼊⼒できること。
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(33) ⼼疾患に関する情報を⼊⼒できること。
(34) 特定の疾患を持つ患者に関する情報を⼊⼒できること。
(35) 退院時の意識障害（ＪＣＳ）情報を⼊⼒できること。
(36) ⼊院時と退院時のＡＤＬ情報を⼊⼒できること。
(37) 病棟毎の患者の医療区分・ADL区分が⼀括で印刷できること。その際、印刷の状
況が把握できること。
(38) 化学療法など補助的な療法について⼊⼒できること。
(39) 医師と看護師、事務員の意思疎通を円滑にするために、調査項⽬の確認を医師、
看護師、事務でそれぞれできること。必要に応じて、確定時のロックをかける機
能を有すること。
(40) 調査項⽬の確認状況を、ＤＰＣ適⽤の患者⼀覧画⾯に表⽰できること。
(41) オーダ確定時や医療資源を最も投⼊した傷病名⼊⼒時などに⼊⼒漏れ、⼊⼒内容
に⽭盾がないか等をチェックし、エラーメッセージを表⽰できること。
(42) エラー項⽬を画⾯上で⼀⽬でわかるように表⽰ができること。

30.2
(1)

DPCシュミレーション
ＤＰＣシミュレーションができること。

(2)

分岐可能なＤＰＣ⼀覧を表⽰し、⼀覧からＤＰＣ指⽰として登録ができること。

(3)

シミュレーションツールにて決定しているＤＰＣ情報を、ＤＰＣ指⽰ツールへ反
映できること。

30.3
(1)

DPC患者⼀覧
患者⼀覧の印刷ができること。

(2)

ＤＰＣ患者情報の出⼒項⽬を選択してＣＳＶファイル出⼒できること。

(3)

病棟、診療科、主治医、担当医を指定して表⽰内容の絞込みが⾏えること。
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(4)

医師、事務員がレセプト請求時にＤＰＣ登録状況を把握するために、表⽰内容の
絞り込みができること。

(5)

医師、看護師、事務員が様式１調査項⽬の登録状況を把握するために、表⽰内容
の絞り込みができること。

(6)

患者⼀覧からＤＰＣオーダツールを起動できること。

(7)

DPC患者⼀覧からDPCツールを起動した場合にカルテを参照できること。

(8)

患者⼀覧からＤＰＣオーダ内容を印刷できること。

(9)

患者のＤＰＣ登録に関する情報を⼀覧で表⽰できること。

(10) レセプト請求、調査項⽬確認状況を⼀覧で表⽰できること。
(11) ⼊院⽇数の把握のために、表⽰している⽇付からあと何⽇で⼊院期間Ⅰ、Ⅱ、特
定⼊院期間が終了するかを表⽰できること。
(12) 患者ごとの承認状態が⼀覧画⾯に表⽰できること。
(13) ＤＰＣ登録の督促を⾏なうために未登録の患者を⼀⽬でわかるように表⽰できる
こと。
(14) 出来⾼請求の対象患者を⼀⽬でわかるように表⽰できること。
(15) ⼊院⽇から⼀定の期間経過してDPC未⼊⼒の患者や、退院⽇から⼀定の期間経
過して調査項⽬が未⼊⼒の患者を⼀⽬でわかるように表⽰できること。

31.
31.1
(1)

診療記録印刷
診療記録印刷
電⼦カルテシステムに保存された診療録やオーダ情報などすべての記録を、PDF
または紙に印刷できること。

(2)

看護⽀援機能で⼊⼒した看護計画や経過表の⼊⼒値、看護記録などをPDFまたは
紙に印刷できること。
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(3)

検査結果などの検査結果レポートをPDF、または紙に印刷できること。

(4)

カルテをＰＤＦや紙に印刷する場合、レポートやカルテに記載されたシェーマや
画像データを表⽰、印刷できること。

(5)

カルテをＰＤＦや紙に印刷する場合には、患者様を指定して印刷できること。

(6)

印刷した履歴を⼀覧にて参照できること。

(7)

出⼒対象患者を全てとし、指定された⽇付、診療科の診療録を出⼒する機能を有
すること。

(8)

指定した⼀⼈の患者様のカルテ出⼒の条件設定は、期間指定、診療科の選択、保
険区分、外来歴／⼊院歴の指定が可能なこと。

(9)

⼊外を⼀括して印刷ができること。

(10) カルテ出⼒の際は、修正履歴や削除履歴を表⽰および印刷できること。
(11) カルテ歴に表⽰されている指⽰歴の控えを印刷できること。
※

(12) 指⽰歴の控え印刷前に、印刷イメージをプレビュー画⾯で確認できること。
(13) 印刷イメージのプレビュー画⾯の拡⼤及び縮⼩ができること。
(14) 印刷する際に、⽤紙の縦横切替えが可能なこと。

32.
(1)

HTML参照
患者情報（患者ID、カナ⽒名）または病棟情報（病棟、診療科）での患者検索が
できること。

(2)

カルテ参照画⾯では、検査結果、病名、アレルギー感染症、患者基本情報、過去
カルテが参照できること。

(3)

カルテ記載情報(SOAP)、オーダ情報(依頼・実施)、検査結果、患者掲⽰板、患
者情報（⾝⻑・体重、⾎液型、病名、アレルギー、連絡先、感染症）が参照でき

(4)

ること。
電⼦カルテシステムがインストールされていない端末でも動作できること。
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(5)

VIP患者については、情報参照時にパスワードの制御ができること。

(6)

参照可能な情報は、最新の情報(アクティブな情報、最新版数)のみ参照できるこ

(7)

と。
HTML出⼒先はIFサーバを基本とするが、任意に変更可能であること。

33.
(1)

経営指標表⽰
表⽰条件として、以下の条件をもとに集計、グラフ参照できること。
診療科、病棟、⼿術件数
外来患者数、救急患者数、外来⼀⽇平均点数、外来合計点数、
⼊院患者数、退院患者数、死亡患者数、⼊院期間別患者数、空床数

(2)

週単位でグラフ表⽰できること。

(3)

複数条件を同時選択することで、グラフを重ねて表⽰することができること。

(4)

グラフについては印刷機能にて紙出⼒できること。

34.
34.1
(1)
(2)
(3)

簡易台帳機能
台帳機能
病院で管理したい項⽬について、汎⽤的な⼀覧の作成ができること。
患者情報の⼊⼒・編集・削除ができること。
各種患者⼀覧ツールで選択した患者情報を、指定した台帳に⼀括で追加できるこ
と。

(4)

各項⽬列の情報を、検索・フィルタ・ソートができること。

(5)

⼀覧印刷ができること。

(6)
(7)

⼀覧内容がファイル出⼒できること。
台帳⼊⼒画⾯から、患者カルテの起動ができること。

34.2
(1)

台帳管理機能
科別の台帳が作成できること。

(2)

共通の台帳が作成できること。

(3)

台帳の追加・複写・更新・削除ができること。
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(4)

台帳ごとに更新や参照の権限設定(利⽤者、診療科、職種、チーム)ができるこ
と。

35.
35.1
(1)

マスタメンテナンス
職種別アクセス権限メンテナンス
職種別及び⽂書種別ごとにアクセス権限を設定できること。

(2)

職種別及びツールごとにアクセス権限を設定できること。

(3)

職種別及びモニタツールごとにアクセス権限を設定できること。

(4)

職種別及びプロファイルごとにアクセス権限を設定できること。

35.2
(1)

病床マスタメンテナンス
参照、追加、更新、削除ができること。

35.3
(1)

診療マスタメンテナンス
各データのエクスポート機能を有すること。

(2)

全データのインポート機能を有すること。

(3)

全データのエクスポート機能を有すること。

(4)

参照、追加、更新、削除ができること。

(5)

薬品マスタのメンテナンス時に、医事点数マスタまたは持参薬マスタの内容を取
り込めること。

35.4
(1)

シェーママスタメンテナンス
科別ごとの設定ができること。

(2)

共通の設定ができること。

(3)

分類ごとの設定ができること。

(4)

参照、追加、更新、削除ができること。

96

電子カルテシステム

35.5
(1)

テンプレートマスタメンテナンス
科別ごとの設定ができること。

(2)

共通の設定ができること。

(3)

分類ごとの設定ができること。

(4)

参照、追加、更新、削除ができること。

35.6
(1)

診療科・部署マスタメンテナンス
参照、追加、更新、削除ができること。

35.7
(1)

運⽤管理マスタメンテナンス
締切時間の設定（毎⽇締切が存在する⽂書を対象とする）ができること。

(2)

締切・開始曜⽇の設定（定期的に締切・開始の存在する⽂書を対象とする）がで
きること。

(3)

⾷事締切・開始時間の設定（移動・給⾷などの伝票を対象とする）ができるこ

(4)

と。
参照、追加、更新、削除ができること。

35.8
(1)

職種マスタメンテナンス
参照、追加、更新、削除ができること。

35.9
(1)

印刷帳票定義ファイルメンテナンス
参照、追加、更新、削除ができること。

35.10 病棟マスタメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.11 予約マスタメンテナンス
(1) 予約枠の締切時間の設定ができること。
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(2)

予約枠の権限の設定ができること。

(3)

各曜⽇の時間枠設定ができること。

(4)

時間枠取得数の設定ができること。

(5)

クローズ・オープン枠の設定ができること。

35.12 病室マスタメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.13 部位別コメントメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.14 診療科別コメントメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.15 紹介施設マスタメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.16 診療科別スタンプメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.17 ユーザアカウント設定
(1) パスワードの有効期間（⽇数）の設定ができること。
(2)

パスワードの⼊⼒⽂字条件の設定ができること。

(3)

ログイン誤⼊⼒回数の設定ができること。

(4)

パスワード⻑の設定ができること。

(5)

マスタメンテナンス画⾯で、利⽤者のパスワードをマスク表⽰できること。

35.18 利⽤者マスタメンテナンス
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(1)

利⽤者毎の⽂書・ツール・モニタ・プロファイルの権限設定ができること。

(2)

利⽤者の基本情報の設定ができること。

(3)

参照，追加，更新，削除ができること。

35.19 端末マスタメンテナンス
(1) IP、⼊外、診療科、病棟の設定ができること。
(2)

端末の設定ができること。

35.20 経過表マスタメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.21 看護計画マスタメンテナンス
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.22 制限患者マスタメンテナンス
(1) 患者へのアクセスを制限する利⽤者の登録と、アクセス可能な患者を登録できる
こと。
(2)

アクセスできる利⽤者を制限する患者の登録とアクセスレベルや権限の設定がで
きること。

(3)

アクセスできる利⽤者を制限する患者のパスワードを設定できること。

(4)

同⼀患者が複数のIDで登録されている場合，統合先IDを登録できること。

35.23 オーダツールマスタメンテ
(1) 参照、追加、更新、削除ができること。

35.24 マスタ全般
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(1)

システムの動作に関わる設定もメンテナンス可能であること。
・依頼箋印刷、オーダロック、部⾨連携、医事連携タイミングが伝票毎で設定
できること。
・システムで変更可能な設定は全てメンテナンスツールで対応可能であるこ
と。

36.
(1)
(2)

データ移⾏
当院にて稼働中の電⼦カルテシステムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な（複写Doなど）互換性のあるデータとして移
⾏すること。

(3)

当院にて稼働中の電⼦カルテシステム(EGMAIN-LX)からのデータ移⾏実績があ
ること。

37.
(1)

地域医療等情報ネットワークとの連携
公益社団法⼈熊本県医師会が運営する「くまもとメディカルネットワーク」と連
携すること。連携においては「SS-MIX2 標準化ストレージ」の仕組みを⽤いる

(2)

こと。
くまもとメディカルネットワークにおいて、以下の情報を連携できること。
・患者属性情報 ・⼊退院歴 ・病歴 ・処⽅歴（オーダ・実施） ・注射歴
（オーダ・実施）
施）

・検体検査（オーダ・実施）

・内視鏡検査（オーダ・実施）

・放射線検査（オーダ・実

・⽣理検査（オーダ・実施）

・画像情

報
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２．看護⽀援システム
２．１看護業務システム基本要件
1.
看護業務
1.1
看護師業務分担
(1) 勤務割システムとの連動により，翌⽇の看護師勤務情報を⾃動取込ができるこ
と。
(2) 勤務帯毎に担当患者，若しくは担当部屋を割振りできること。
(3) 翌⽇以降の勤務者を勤務割システムから⾃動取込みし，勤務帯ごとに勤務者を担
当患者，または，担当部屋を割振りできること。
(4) 勤務割システムから⾃動取込みした勤務者を病棟ごとのチームに割り振振りでき
ること。
(5) 移動オーダから⼊⼒した患者チームが業務分担画⾯で参照できること。
(6) 受持ち（プライマリー）看護師が勤務している場合は，簡易な操作で割振りでき
ること。
1.2
管理⽇誌
(1) 病棟別の患者数集計，特記事項記⼊，看護師集計等の病棟⽇誌作成ができるこ
と。
(2) 看護管理⽇誌，外来⽇誌，救命救急⽇誌，⼿術⽇誌，放射線⽇誌を表⽰，出⼒で
きること。
(3) 各部署での作成状況確認機能を有すること。
(4) 勤務割システムとの連携による看護師数集計ができること。
(5) ⼟⽇，祝⽇を問わず患者状況（⼊院患者数，退院患者数，⼊院患者総数等）を⼀
括で電⼦カルテ上で管理できること。
(6) 各管理⽇誌は，転記作業を削減するため，他業務にて⼊⼒された情報を⾃動連携
し，容易に管理⽇誌を作成できること。
(7) 申し送りに利⽤する⽇誌類は，利⽤者が最新の情報が必要時，任意のタイミング
で集計できること。
(8) 病棟管理⽇誌は⼊院・退院患者情報のほか，重症者の⼀覧，看護度分類別集計な
どの情報が網羅され，勤務交代時の引継ぎに利⽤できること。
(9) 外来管理⽇誌は，受付患者情報と⾃動連携し新患，再来などの区分で患者数集計
が⾏えること。
(10) ⼿術管理⽇誌は⼿術実施情報から件数集計，患者⼀覧集計できること。
(11) 救急患者⼀覧は救急患者の受付情報から患者数，救急⾞来院，⼊院患者数等の集
計ができること。
(12) 各部署での管理事項をテキスト⼊⼒し管理できること。
(13) 管理⽇誌情報を使⽤して⽉報，年報などの帳票作成ができること。
(14) 看護管理⽇誌内の項⽬を病棟別に集計し，⽇単位・⽉単位で集計・抽出し，統計
資料として2次加⼯可能なExcelを出⼒することができること。
(15) イベント情報（褥瘡，化学療法，⼼カテ，⼿術等）を⼊⼒でき，集計出来るこ
と。
1.3
フォーカス及びSOAP
(1) マスタよりフォーカス項⽬の選択及びワープロ⼊⼒ができること。
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(2) 当該患者への看護計画により，登録されている問題点⼀覧からの問題選択機能を
有すること。
(3) 過去のフォーカス，SOAP記録の検索，絞込み機能を有すること。また，絞込み
に関しては，看護問題（SOAP），フォーカス（D･Act･R），経時記録，フリー
キーワード，作成者にて絞込みできること。
(4) コピー＆ペースト機能による，サマリへの記事貼り付けができること。
(5) 経過記録については，看護問題区分，フォーカス区分，経時記録区分にて記載で
きること。
(6) フォーカス区分を選択した際には，マスタ項⽬（⼤分類・中分類・⼩分類）によ
る選択ができること。
(7) 過去の経過記録からコピー＆ペーストができること。
(8) シェーマを使⽤しての経過記録が記載できること。
(9) 作成／更新をした際には，⾃動的にシステムを使⽤するときに⼊⼒されたIDの利
⽤者⽒名が表⽰されること。
(10) 記載の⽇時に関しては，記載開始の時間が⾃動的に記載されること。ただし，業
務上，実際のケアした時間と記録した時間が異なる場合があるため，⽇時を変更
できること。また，その際には，ケアした時間と，記録した時間の両⽅を記録で
きること。
(11) 記載の⽇時より実際に業務を⾏なった⽇時が過去の場合，遡って記録を登録でき
ること。
(12) 時間単位でのSOAP & フォーカス検索を⾏うことができること。
1.4
経過表
(1) 成⼈（⼀般・重症），新⽣児，未熟児，パルトグラムのフォーマットをサポート
できること。
(2) ⾎圧，体温，脈拍，呼吸数といったバイタルデータをグラフ表⽰できること。
(3) 輸液／排液等のIntake／Output項⽬の⾃動集計，バランス表⽰ができること。
(4) 観察項⽬，測定項⽬の登録機能を有すること。項⽬の⼊⼒は簡便であるために，
第⼀階層，第⼆階層，第三階層と分類されており，第⼀階層で選択された該当項
⽬の第⼆階層が，第⼆階層で選択された該当項⽬の第三階層が⾃動的に表⽰され
(5)
(6)
(7)
(8)

ること。
表⽰時間のレンジ変更機能を有すること。
印刷機能（カラー対応）を有すること。
経過表から指⽰受け，指⽰確認，指⽰実施ができること。
経過表での表⽰をする際には1⾏1指⽰とし、指⽰継続の有無や指⽰変更があった
ことがわかる表⽰ができること。また、指⽰が継続している場合は、同⼀の指⽰
内容を表⽰し続けるのではなく、記号（⇒）を⽤いて指⽰継続を表すなど、使⽤
者に⾒やすいつくりになっていること。

(9) 指⽰受け，指⽰確認，指⽰実施した記録が残ること（いつ・だれが）。
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(10) 実施した情報はリアルタイムにカルテに反映されること。
(11) ⾷事情報，⼊院⽇数，術後⽇数，妊娠週数，産褥⽇数は⾃動で表⽰すること。
(12) 経過表の項⽬を選択して表⽰できること。その場合，利⽤者毎に表⽰条件（複
数）を保存できること。
(13) 疾患別に観察項⽬，測定項⽬をセット登録することができ，セットを選択するこ
とで縦軸にセットの中の項⽬が展開できること。
(14) 観察項⽬の並べ替えが⾃由に⾏えること。
(15) 現在適⽤中のパスの把握、確認ができること。
(16) 受持ち患者，チーム患者の経過表を⼀度に選択し，切替えにより参照・⼊⼒でき
ること。
(17) 看護病棟イメージより指定した患者に対して，連続で経過表の⼊⼒ができるこ
と。
(18) 選択した複数の患者に対し⼀括でバイタル情報，⾷事摂取量，体重の⼊⼒ができ
ること。
(19) 現在の⼊院カルテの熱型経過表が，電⼦カルテ表⽰画⾯から１クリックで展開で
きること。
(20) １クリックで表⽰時間のレンジ変更ができること。
(21) 結果⼊⼒の詳細（数量，回数，時間など）をバルーン表⽰できること。
(22) 患者移動情報，⼿術実施情報，プロファイル情報から⾃動で移動情報⼊院⽇数，
術後⽇数，妊娠週数／産褥⽇数を表⽰できること。
(23) フォーカスおよびSOAPの画⾯を呼び出し，⼊⼒できること。
(24) 処⽅，注射，処置，看護ケアなど画⾯を呼び出し，実施⼊⼒ができ，その情報が
オーダリング，医事会計と連動すること。
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

観察項⽬の結果⼊⼒ができ，⼊⼒した⽇時で時系列に表⽰できること。
経過表の⾷事欄に⾷種名/主⾷名を表⽰できること。
バイタル、SpO2が診療録にはりつけられること。
バイタル表⽰エリアにコメントを付箋機能としてはりつけられること。
過去の⼊⼒情報は履歴として確認できること。
利⽤者ごとに表⽰レイアウトを保存できること。
表⽰タイトルの圧縮機能を有すること。
オーダリングシステム上の薬歴情報，検査結果情報を取り込み，画⾯上で経過を
確認できること。

(33) 経過表にて⼊⼒を⾏ったバイタル情報等をいつ・誰が⼊⼒を⾏ったのか参照でき
ること。
(34) 経過表⼊⼒による⾝⻑、体重を患者プロファイルと連携させ、⼊院患者のデータ
管理を⼀元化できること。
(35) 経過表から以下の機能を容易に起動できること。
看護計画、看護指⽰、ワークシート、掲⽰板等
1.5
看護計画・指⽰
(1) 階層構造のマスタによる問題検索ができること。
(2) 看護問題ごとのガイダンス表⽰機能を有すること。
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(3) 病院指定の看護分類にあわせた階層構造の⼀覧による問題検索ができること。問
題点検索に関しては，他にキーワード検索，ワープロ検索，看護プロファイルか
ら検索できること。
(4) 選択された看護問題に対し，因⼦を表⽰し，選択することによって看護計画が⽴
案できること。
(5) 診断指標，関連因⼦，患者⽬標は⼀覧からの選択また，フリー⼊⼒にも対応して
いること。
(6) 看護計画を選択することで，看護計画の内容が表⽰され，表⽰された計画内容の
(7)
(8)
(9)
(10)

選択・追加ができること。また，⼊⼒後の修正ができること。
看護計画のフリー⼊⼒ができること。
看護計画の⼀覧を看護計画画⾯で修正ができること。
看護計画毎に⽇々の詳細な看護指⽰を指定できること。
看護指⽰をカレンダ形式で表⽰できること。また，カレンダ上で修正，削除でき
ること。

(11) 看護指⽰に対して，回数・時間・時間毎の詳細な指定ができること。
(12) 利⽤者ごとに看護指⽰のセット登録ができること。
(13) 選択した看護診断・看護計画が問題点⼀覧で表⽰され，評価予定⽇が表⽰される
こと。
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

問題点リストの項⽬から看護計画の画⾯にリンクすることができること。
問題点⼀覧，計画リストの印刷ができること。
看護問題，看護計画に対する評価，評価⽇の設定，修正ができること。
クリニカル・パス機能に対応（看護指⽰）ができること。
看護⽀援システム上で⾏われた看護指⽰がオーダリングシステムのクリニカル・
パス機能とリアルタイムで連携できること。

(19) 看護診断を作成しながら選択した診断に対する標準看護計画を参照，印刷できる
こと。
1.6
看護プロファイル
(1) プロファイルの分類はNANDAを使⽤し，それに沿った登録画⾯を持つこと。
(2) 医事会計システムから患者基本情報（患者⽒名・⽣年⽉⽇・性別・住所・連絡先
等）を⾃動で取り込むことができること。
(3) 看護プロファイルで⼊⼒した情報は，再度⼊⼒することが無いように患者プロ
ファイルと連動すること。
(4) 履歴管理機能を有し，過去の看護プロファイル情報を参照することができるこ
と。また，更新理由を⼊⼒し，保存することができること。
(5) 各アナムネ画⾯の要約欄を⾃動収集して⼀画⾯で表⽰することができること。
(6) プロファイルを⼊⼒する画⾯に関し，フリー欄で病院独⾃の項⽬を⼊⼒可能であ
ること。
(7) 再⼊院時，前回とは異なった⽬的で⼊院する場合など前回⼊院時の情報表⽰して
いる内容を⼀括でクリアすることができること。またクリアボタン押下時にクリ
アする項⽬をマスタにて設定できること。
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1.7
指⽰受け機能
(1) 病棟のチームリーダ向けの機能として，医師からの指⽰を⼀括で指⽰受け，⼀括
で指⽰確認が出来ること。また，指⽰受け者，確認者については，⼀覧画⾯で確
認できること。
(2) オーダ発⾏⽇，実施⽇を切り⼝とした検索ができること。
(3) 指⽰受け，指⽰確認した情報は患者スケジュール画⾯で判別できること。
(4) 未実施確認を⾏った伝票に対しても⾊分け表⽰をし，状況の把握ができること。
(5) 指⽰確認後の指⽰変更を確実に看護師へ伝達するため，伝票名の先頭に【修】と
印が付き、かつ表⽰⾊も変わることで変更伝票が識別できること。
(6) ⼀覧検索条件（未指⽰受け，各情報など）は利⽤者ごとに条件を⾃由に設定でき
ること。
(7) 修正されたオーダに対して、変更内容の経緯が確認できるように、歴画⾯表⽰が
できること。
(8) 指⽰簿オーダに対して、指⽰⽌め・指⽰変更が⾏われた場合に、該当操作が⾏わ
1.8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

れたことが確認できること。（【⽌】【新】マークが表⽰が表⽰され、確認でき
状態⼀括登録
看護度などの管理事項項⽬を病棟全患者の⼀覧で参照・⼊⼒ができること。
勤務帯毎の状態管理と⽇誌への集計数の反映ができること。
⼊⼒補助機能としてガイダンス機能を有していること。
各状態項⽬に対し，該当病棟内での集計が⼊⼒時確認できること。
⼊⼒⽅法として項⽬から選択する⽅法以外にワープロ⼊⼒でのフリー⼊⼒ができ
ること。

(6) 退院する患者に対して、退院⽇以降の状態項⽬を⼀括でとめることができること
1.9
患者スケジュール
(1) 横軸を時間，縦軸を指⽰伝票種別毎のカレンダ形式で，医師指⽰情報と看護指⽰
情報を表⽰できること。⽇勤・準夜・深夜ごとの時系列，各種業務別のいずれで
も医師指⽰情報と看護指⽰情報を表⽰できること。
(2) 全ての医師指⽰情報と看護実施状態の⾊別表⽰ができること。⾊については，未
実施，確認済，実施済，外来伝票その他に分類できること。
(3) 処⽅与薬，検査採⾎，看護指⽰などに対し，看護師作業終了を表す実施⼊⼒機能
を有すること。また，実施⼊⼒をした際に，実施した⽇時，実施者が⾃動的に記
載されること。
(4) 注射・処置オーダに関し，医事会計と連動した実施⼊⼒機能を有すること。
(5) 複数の担当患者の⼀括処理機能を有すること。担当患者の選択に関しては，業務
分担表にて分担された患者をワンクリックで展開できること。
(6) 時間指定のないオーダは⾮時系列にまとめられ，時間指定のあるオーダは縦軸の
時間に合わせて表⽰できること。
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(7) 注射オーダで開始時間と終了時間の2回実施⼊⼒ができること。また，終了時間
を⼊⼒する際にIN量が⾃動的に⼊⼒されること。
(8) 注射や⽔分量などのIN量と尿量などのOUT量を⼊⼒でき，その情報が経過表にリ
アルタイムで反映できること。
(9) 患者スケジュールで⼊⼒した情報は，実施記録として反映できること。
(10) ⾃動展開される実施⽇時は，業務上，遅れて記載されることを考慮し，実施時間
と記載時間の両⽅を管理できること。
(11) 注射・処置オーダに関し，医事会計と連動した実施⼊⼒ができること。
(12) 処置オーダに関しては，薬剤，器材の数量など実施時の修正起動が可能であり，
実施情報は医事会計へ連動できること。
(13) 指⽰簿の内容を確認できること。
(14) 伝票ごとの実施時メモ，⽇ごとの⽇別メモ，患者ごとの患者メモの登録ができる
こと。
(15) 医師からの指⽰の変更があった場合，緊急の指⽰（３時間以内に出された指
⽰），それ以外の指⽰変更は画⾯の⾊が変わり表⽰されること。
1.10 看護サマリ
(1) 病名，感染症，アレルギー，看護問題などの⾃動取り込み機能を有すること。
(2) フォーカス及びSOAP記録からの貼り付け機能を有すること。またSOAP &
フォーカスにて⼊⼒を⾏っている「# / F」,「区分」,「記事」に対して，サマリ
へ取り込みを⾏った際に先頭に表⽰させる⽂字列を設定できること。
(3) 患者基本情報は医事システムで登録した内容が⾃動で反映できること。
(4) オーダリングシステムの患者移動情報と連動し，退院サマリなどの記⼊状態が確
認でき，また師⻑等による承認機能を有していること。
(5) 助産記録において、分娩所要時間や１ｈ後、２h後の時間が、分娩開始〜胎盤娩
出の各時間をもとに⾃動展開が⾏えること。
(6) 助産記録において、アプガースコアの⼊⼒値に従って点数の⾃動採点が⾏えるこ
と。
1.11 病棟マップ
(1) ⽇付⽇時シミュレーション機能を有すること。
(2) 担当患者を複数選択しての各種業務起動（経過表、患者スケジュール、ワーク
シートなど）を有すること。
1.12 ワークシート
(1) 個⼈単位，受持ちグループ単位，病棟⼀括等でオーダリングシステムや看護⽀援
システムの情報を参照し，ワークシートの画⾯表⽰，出⼒ができること。
(2) 処⽅⼀覧，検査⼀覧，処置⼀覧などのワークシート出⼒ができること。
(3) 病棟⼀括，指定患者等の⼀括印刷ができること。
(4) オーダリングシステムの患者基本情報，移動情報，注射情報，処⽅情報等と連動
し，ワークシートを表⽰，印刷できること。
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(5) 業務系のワークシートとして，⾷事⼀覧，検体検査⼀覧，清潔・測定⼀覧，処⽅
⼀覧，注射⼀覧，看護問題リスト，フリーシート、定期処⽅切れリストを必要時
画⾯表⽰，印刷できること。
1.13 看護必要度
(1) 看護必要度の⼊⼒・表⽰および集計データの出⼒ができる機能を有すること。
(2) 各アセスメント項⽬に対して必要な情報を収集し、判定の⽀援が⾏なえること。
1.14 バーコード患者認証システム
(1) 医療事故防⽌のために，患者リストバンドによるバーコード認証ができること。
(2) 注射薬剤と患者のバーコード認証ができること。
2.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の看護⽀援システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の看護⽀援システムからのデータ移⾏実績があること。
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３．資源配布・管理システム
３．１資源配布、管理システム基本要件
1.
資源配布機能
(1) アプリケーション、パッチを複数インストールする場合は、管理者が決めた順番で適⽤
ができること。
(2) 特定の端末に対して資源の配付を⾏うことが可能であること。
(3) 端末が追加された際に、その端末が配付対象として⾃動で登録されること。
(4) 任意のフォルダを配付⽤資源として登録しておくことで、次回以降当該フォルダで変更
のあった差分ファイルのみ抽出・配付する機能を有すること。
(5) 配付⽤資源として登録されたフォルダ配下にあるファイルを指定することによって、ク
ライアントへの資源配付の対象から除外できること。
(6)
(7)
(8)
(9)

ファイル（フォルダ含む）をクライアントに差分配付できること。
OSが排他使⽤しているファイルも再起動処理を⾏い、反映されること。
資源配付の前後にバッチ実⾏可能であること。
資源配付が完了していないクライアントに対し、クライアントの資源配付モジュールを
リモートで起動することができること。

(10) フォルダ、拡張⼦を指定することによって特定条件を満たした場合のみにファイルの配
付前後でREGSVR32コマンドを⾃動的に発⾏できること。
(11) フォルダ、拡張⼦を指定することによって特定条件を満たした場合のみにファイルの配
付前後で/REGSERVER /UNREGSERVER引数付きで⾃動的にファイル実⾏ができるこ
と。
(12) 通常接続の資源配付サーバが停⽌時に、⾃動的に代替の資源配付サーバに切り替えがで
きること。
(13) クライアントが接続可能なサーバのリストは⾃動的に⽣成され、各クライアント個別の
事前設定は不要であること。
(14) サーバ接続に偏りが出ないようにサーバの負荷分散を考慮した資源配付を実施するこ
と。
(15) サーバ間のファイル（フォルダ含む）配付を⾏い、サーバ間の資源同期を差分で⾏うこ
とができること。
(16) サーバ間連携が完了していないサーバに対し、サーバ間の同期処理をリモートで起動す
ることができること。
(17) サーバ間同期のインベントリ管理ができること。
(18) 配付した資源のインベントリ管理ができること。
(19) インベントリ管理の観点から資源適⽤が完了していないクライアントを検索することが
可能であること。
2.
2.1

管理機能
管理機能
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(1) リモート端末からクライアントの各種情報（コンピュータ名、IPアドレス、MACアドレ
ス、電源状態、ログインユーザ名、OS名、OSパッチ適⽤状況、復元ソフトの動作状
態、復元ソフトのバージョン、ウィルスパターンファイルのバージョンレベル）を参照
できること。
(2) リモート端末にてウィルスパターンファイルのバージョンレベルを参照できること。
(3) リモート管理端末において、クライアントを管理するためのグループは、最⼤で６階層
を実現できグループも複数保有できる機能を有していること。
(4) リモート端末からグループ指定または任意クライアント指定で、電源のON/OFF/再起動
操作やユーザのログオン／ログオフ操作、メッセージ送信、復元機能の動作モード変更
（修復オン・修復オフ等）ができる機能を有すること。
(5) クライアントの電源OFF／再起動をタイマーによって実⾏することが可能で、その際に
指定したメッセージおよびカウントダウン表⽰を⾏えること。また、メッセージのみの
送信も可能なこと。
2.2 リモート操作
(1) リモートモニタリング機能は複数同時に起動でき、管理機能とは独⽴して起動可能なこ
と。
(2) リモート端末から任意のクライアント（複数台⼀⻫を含む）の画⾯確認・操作が⾏える
こと。
(3) リモート端末から任意のクライアント（複数台⼀⻫を含む）に対するキーボード、マウ
スの操作制限機能、画⾯のブラックアウト機能を有すること。また操作制限中はクライ
アント側にステータス（モニタリング中、キーボード・マウスロック中）を通知できる
こと。
(4) リモートモニタリング端末から任意のクライアント（複数台⼀⻫を含む）に対して電源
のON／OFF／再起動操作、ユーザのログオン／ログオフ操作、メッセージ送信ができる
機能を有すること。
(5) リモート端末から任意のクライアントの画⾯確認・操作が⾏えること。またクライアン
ト画⾯はフル画⾯表⽰が可能なこと。
(6) リモートモニタリングは、複数台接続されたディスプレイであってもモニタリング・操
作可能なこと。
(7) リモート端末のモニタリングコンソール上に配付したいファイルをドラッグ＆ドロップ
操作することで、クライアントに対して⼀⻫コピーを⾏えること。
(8) リモートモニタリング端末からクライアント上のファイルやフォルダを⼀⻫回収する機
能を有すること。
(9) 画⾯以外にもクライアントを制御するコマンド（命令）を有すること。
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(10) リモートモニタリング端末からクライアント（複数台⼀⻫を含む）に対してクリップ
ボート情報を⼀⻫にコピーできること。また、 リモートモニタリング端末から特定のク
ライアントのクリップボート情報の取得・相互共有が可能なこと。
(11) モニタリング中のクライアント画⾯を、ファイル保存できる画⾯キャプチャ機能を有す
ること。
(12) クライアントのログインアカウント⼀覧の表⽰・CSVファイルとして出⼒する機能を有
すること。
2.3 情報収集、分析、その他
(1) クライアントのPC・CPU・メモリ・ドライブ・BIOS・プリンタなどのハードウェア情
報、インストールソフト名の⼀覧情報を収集する機能を有すること。
(2) クライアントの利⽤ログ（OSの起動／終了、ユーザのログオン／ログオフ情報、スク
リーンセーバーの起動／終了、スタンバイの開始／終了）、瞬間復元機能やその他の機
能（資源配付機能、WindowsUpdate連携機能）の動作ログを収集する機能を有するこ
と。
(3) 集計したインストールソフト名の⼀覧情報表⽰、サマリ（インストールされた端末）表
⽰・CSVファイルとして出⼒する機能を有すること。
(4) クライアントから収集した情報を基に利⽤状況を分析／表⽰する機能を有し、収集した
情報をCSVファイルとして出⼒、および利⽤状況として、クライアント毎の稼働状態
（使⽤中、スクリーンセーバー、ログイン画⾯、省電⼒モード）の時間の累積、１⽇の
稼働状態のタイムチャートをグラフ化して表⽰できること。

(5) 省電⼒されている累計時間、電⼒消費量（KWｈ）、CO2排出量、原油換算量、電気料
⾦について積算状況をグラフ化する機能を有すること。
(6) 消費電⼒を計算するための電⼒消費量算出基準を個別に設定できること。
(7) クライアント機能はサイレントインストール（画⾯に設定情報を⼊⼒することなくイン
ストールする機能）に対応していること。
(8) システム管理者が各機能を有機的に動作させるために、復元機能の動作モード変更、電
源ON／OFF／再起動、スタンバイへの変更、ログオン／ログオフ、メッセージ表⽰、コ
マンド実⾏などを時間指定でスケジュール実⾏できること。
(9) 本製品のサーバ機能、クライアント機能が発⾏するアラートメッセージをリモート管理
端末から照会する機能を有すること。
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(10) 簡便な操作・運⽤を実現するため、それぞれの機能が連携した⼀つのソフトウェア製品
で実現されていること。
(11) 万が⼀、製品に問題が発⽣した場合でも、サポートが確実に受けられる国産製品である
こと。
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４．⼿術部⾨システム
４．１⼿術部⾨システム基本要件
1.
予約業務
1.1 予約調整
(1) 各⼿術室ごとの予約状況が表⽰できること。
(2) カレンダ表⽰のページ切替ができること。
(3) 表⽰開始⽇時の設定ができること。
(4) 表⽰⽇数や表⽰開始時間などを基準にカレンダ表⽰の変更ができること。
(5) 予約調整済患者の直近オーダの検索ができること。
(6) 申込オーダ⼀覧（希望⽇，患者⽒名，性別，年齢，診療科，病棟，病名，術式，
感染レベル）が基準⽇単位で表⽰できること。
(7) 申込オーダ⼀覧の検索条件（基準⽇）の設定ができること。
1.2 予約調整(内容表⽰)
(1) オーダ基本情報（患者ID，患者⽒名，⼿術⽇，⼊室時間，病名，術式，⼿術室）
を表⽰できること。
(2) オーダ詳細内容を表⽰できること。
(3) 受付の解除ができること。
(4) ⼿術予約調整画⾯起動時、最新の⼊外区分・診療科・病棟・保険が表⽰されるこ
と。
1.3 予約調整(予約確定)
(1) ⼿術予定⽇の⼊⼒ができること。
(2) ⼊室時刻，所要時間の⼊⼒ができること。
(3) ⼿術室を選択できること。
(4) 術式の選択ができること。また，フリー⼊⼒もできること。
(5) 各分類毎に使⽤する機器（診療材料、鋼製⼩物（セット）、鋼製⼩物（単品）、
借⽤器材、準備器材、準備輸液）を選択できること。また，フリー⼊⼒もできる
こと。
(6) ⼿術週間予定⼀覧印刷機能があること。
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(7) ⼿術予定⼀覧を出⼒することができること。また，XLS形式のファイルに出⼒す
る機能があること。
(8) ⼿術時間未定の状態で他の予約項⽬を⼊⼒し、確定保存することで仮予約ができ
ること。
(9) ⼿術室(予約枠)未定の状態で他の予約項⽬を⼊⼒し、確定保存することで仮予約
ができること。
(10) ⼿術申込で⼊⼒した機材の項⽬の変更ができること。
(11) ⼿術予約調整画⾯にてスタッフの登録ができること。
(12) ⼊室時間の⼊⼒ができること。
(13) 所⽤時間の表⽰ができること。
(14) ⼿術前時間、⼿術後時間（⿇酔）の⼊⼒ができること。
(15) ⼿術所⽤時間の表⽰ができること。

2.
受付処理業務
2.1 受付患者⼀覧
(1) 受付患者⼀覧にオーダ情報（受付区分，⼊室時刻，依頼診療科，患者⽒名，患者
ID，性別，年齢，⼊外区分，感染レベル）が表⽰できること。
(2) 検索条件（⼿術⽇，患者ID，診療科，病棟）の設定ができること。
(3) 検索条件（未受付，受付済，実施済，全て）の設定ができること。
(4) 最新ボタンにより⼀覧の最新表⽰ができること。また，⾃動更新の設定ができる
こと。
(5) 受付患者⼀覧のオーダ情報の印刷ができること。
(6) 最新表⽰を⾏っても，並び順が元に戻らないようにし，利⽤者ごとに並び順の保
持を可能であること。また⼀覧画⾯の並び順・検索条件で，条件解除（初期値に
戻す）ができること。
(7) ⼿術受付⼀覧で外来予約患者の来院状態が確認できること。
(8) 患者単位の当⽇検査⼀覧を参照できること。
2.2

受付詳細表⽰
2
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(1) 患者基本情報（患者ID，患者⽒名，性別，年齢，⽣年⽉⽇，病棟，診療科，予約
者）を表⽰できること。
(2) 依頼内容を表⽰できること。
(3) 受付を確定できること。
(4) 患者基本情報，依頼内容を印刷できること。
3.
実施処理業務
3.1 実施患者⼀覧
(1) 実施患者⼀覧のオーダ情報（⼊室時刻，依頼診療科，執⼑医，患者⽒名，患者
ID，性別，年齢，⼊外区分，感染レベル）を表⽰できること。
(2) 検索条件（⼿術⽇，患者ID，診療科，病棟）の設定ができること。
(3) 検索条件（未受付，受付済，実施済，全て）の設定ができること。
(4) 最新ボタンにより⼀覧の最新表⽰ができること。また，⽇指定の場合、⾃動更新
ができること。
(5) 実施患者⼀覧のオーダ情報の印刷ができること。
(6) 最新表⽰を⾏っても，並び順が元に戻らないようにし，利⽤者ごとに並び順の保
持を可能であること。また⼀覧画⾯の並び順・検索条件で，条件解除（初期値に
戻す）ができること。
3.2 実施処理
(1) ⼿術実施の依頼内容を表⽰できること。
(2) ⼿術実施画⾯起動時、最新の⼊外区分・診療科・病棟・保険が表⽰されること。
(3) 緊急の区分を選択⼊⼒できること。
(4) ⼿術時刻の選択⼊⼒できること。また，所要時間は⾃動計算されること。
(5) ⿇酔時刻の選択⼊⼒できること。また，所要時間は⾃動計算されること。
(6) ⿇酔加算時刻の選択⼊⼒できること。また，所要時間は⾃動計算されること。
(7) 主治医を選択⼊⼒できること。
(8) 執⼑医を選択⼊⼒できること。
(9) ⼿術助⼿を選択⼊⼒できること。
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(10) ⿇酔医を選択⼊⼒できること。
(11) 直接看護師を選択⼊⼒できること。
(12) 間接看護師を選択⼊⼒できること。
(13) ⼿術申込みで⼊⼒した感染症の内容が表⽰できること。
(14) ⼿術機器・ガーゼ枚数の確認を選択⼊⼒できること。また，確認者の名前を⼊⼒
できること。
(15) 術式を選択⼊⼒できること。
(16) ⼿術薬剤を選択⼊⼒できること。
(17) ⼿術材料を選択⼊⼒できること。
(18) ⼿術注射を選択⼊⼒できること。
(19) ⼿術検査を選択⼊⼒できること。
(20) ⼿術措置を選択⼊⼒できること。
(21) ⼿術器材をバーコードで読み取り、⾃動展開できること。
(22) 実施，または，⼀部実施の確定ができること。
(23) ⿇酔種別を選択⼊⼒できること。
(24) ⿇酔加算を選択⼊⼒できること。
(25) ⿇酔薬剤を選択⼊⼒できること。
(26) ⿇酔材料を選択⼊⼒できること。
(27) ⼿術薬剤、⿇酔薬剤をバーコードで読み取り、⾃動展開できること。
(28) 実施，または，⼀部実施の確定ができること。
(29) ⼿術実施時に患者プロファイルの⼿術歴情報を更新できること。

4.
4.1

⼿術管理
⼿術申込状況⼀覧
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(1) 各⼿術室ごとの申込状況が表⽰できること。
(2) カレンダ表⽰のページ切替ができること。
(3) 表⽰開始⽇の設定ができること。
(4) 表⽰⽇数や表⽰開始⽇などを基準にカレンダ表⽰の変更ができること。
(5) 各科予約枠の表⽰ができること。
4.2 ⼿術申込⼀覧
(1) ⼿術申し込み⼀覧にオーダ情報（⼿術⽇、患者⽒名，性別，年齢，診療科，⼊外
区分、病棟，病名，術式，感染レベル）が表⽰できること。
(2) 検索条件（実施⽇（期間指定または⽇指定），診療科，病棟）の設定できるこ
と。
(3) ⼿術申し込み⼀覧のオーダ情報の印刷ができること。
4.3 ⼿術予定⼀覧
(1) 各⼿術室ごとの⼿術予定状況が表⽰できること。
(2) 検索条件（実施⽇（⽇指定），表⽰開始時間，診療科）の設定ができること。
(3) 各科予約枠の表⽰ができること。
4.4 ⼿術機器セット⼀覧
(1) ⼿術セット⼀覧にオーダ情報（⼿術⽇、⼊室時刻、⼿術室、患者ID，患者⽒名，
性別，年齢，診療科，病棟，術式，器材・機器、感染症）を表⽰できること。
(2) 検索条件（実施⽇（期間指定または⽇指定），診療科，病棟）の設定ができるこ
と。
(3) ⼿術機器セット⼀覧上の⼿術機器選択後，当該⼿術機器オーダ内容の印刷ができ
ること。
(4) ⼿術機器セット⼀覧の印刷ができること。
4.5 その他
(1) ⼿術歴における統計として，術式別⼿術時間，科別統計，術式別統計，⿇酔種別
統計，⼿術室別稼働時間が出⼒することができること。

5.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の⼿術部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の⼿術部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
5
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５．透析部⾨システム
1.
予約業務
1.1 予約調整
(1) ⾎液浄化部⾨にて、医師より指⽰された⾎液浄化申込みのスケジュールの調整
（予約調整）を⾏える機能を有すること。予約調整を⾏う指⽰は⼀覧で表⽰さ
れ、指⽰の詳細（毎週／⼀⽇のみ、浄化⽅法、開始⽇／終了⽇）が確認できる
こと。
(2) ⾎液浄化予約調整画⾯起動時、最新の⼊外区分・診療科・病棟・保険が表⽰さ
れること。
(3) 予約状況は、透析室（ベッド）毎で⽇付／時間が表⽰されるカレンダー形式と
し、既に予約決定している情報を表⽰して予約状況の把握ができること。
(4) 予約状況を表⽰したカレンダーは、表⽰開始⽇を指定でき過去、未来へ切替え
ができること。
(5) 予約状況を表⽰したカレンダーの表⽰⽇数（例：3⽇、5⽇、７⽇）や時間帯
(例:09:00〜18:00)を任意で指定できること。
(6) 既に予約が決定している指⽰は、カレンダーに当該⽇付の○時〜○時までの時
間軸およびベッド（予約枠）毎に予約決定内容が把握出来ること。
(7) 上記の予約決定済み指⽰は、カレンダーから詳細な指⽰内容を容易な操作で表
⽰できること。
(8) 予約状況カレンダーから、変更、以降変更、追加、選択⽇削除、以降削除、参
照が容易に⾏えること。
(9) 予約状況を表⽰したカレンダーと、これから予約調整を⾏うオーダ（⾎液浄化
申込み⼀覧）は、同じ画⾯に⼀覧で表⽰できること。

1.2 予約確定
(1) 患者基本情報、依頼元情報の表⽰ができること。
(2) 患者様の感染情報を参照表⽰できること。
(3) 予約確定を⾏う際に、⾎液浄化申込みオーダ時の情報はすべて⾃動取込みされ
表⽰できること。また確定⼊⼒時に各項⽬の変更が可能であること。
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(4) 予約確定情報として以下の項⽬を⼊⼒可能であること。
・申込み区分（緊急（1回）、定時（毎週））
・ベッド№（予約枠）
・開始⽇、終了⽇、曜⽇選択
・開始時間、終了時間、所要時間
・浄化⽅法
・原疾患
・⾎液浄化実施場所
(5) ⾎液浄化時に必要な依頼情報として体重情報（⽬標体重、透析前体重、ドライ
ウェイト、各測定⽇）、⾷事の有無を⼊⼒できること。
(6) ⾎液浄化時に使⽤する各種物品（薬品、器材）を⼊⼒できること。また、あら
かじめマスタ設定することで画⾯上から容易に選択⼊⼒が可能であること。
(7) 抗凝固剤の選択ができること。なお、所要時間より、初回投与量、持続投与量
を⼊⼒したタイミングでトータル量を⾃動計算できること。
(8) ⾎液浄化時に必要物品（透析器、吸着器、⾎液ろ過器、⾎漿分離器、など）を
選択⼊⼒ができること。
(9) ⾎液浄化時に必要な処⽅薬品、注射薬品を選択⼊⼒ができること。また薬品に
ついては追加⼊⼒ができること。
(10) ⾎液浄化時に必要な処置⾏為、処置材料を選択⼊⼒できること。
(11) ⾎液浄化時に使⽤する各種物品（薬品、器材）の⼊⼒を軽減するためにセット
登録ができること。
(12) 予約調整⼊⼒を⾏った場合には、電⼦カルテに実施者、実施⽇、実施時間の情
報が⾃動転記され、記録として保存できること。
(13) 予約確定を⾏った指⽰を取り消した場合は、取消し履歴を持たせること。取消
し履歴は、版数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、す
べての履歴を電⼦カルテに残すこと。

2.
受付処理業務
2.1 受付
(1) ⾎液浄化部⾨で受付は、医師より指⽰されたオーダ内容の確認と患者様の受付
処理ができる機能を有すること。
(2) ⾎液浄化が指⽰されている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には患者⽒名、
ベット番号、開始時刻、浄化⽅法の指⽰の内容が表⽰されること。
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(3) 患者様の受付ステータスを把握し、効率的な誘導ができるように、「未受付、
受付済、実施済」などの現在の受付ステータスを⾃動的に更新し、表⽰できる
こと。
2.2 受付⼀覧
(1) 検索期間を設定し、検索できること。
(2) 患者IDの⼊⼒により予約確定したオーダの検索ができること。また、透析は複
数⽇に渡って予約されている場合が多いため、受付当⽇より以前のオーダ、受
付当⽇より以降のオーダを検索できること。
(3) 検索は、受付ステータス（未受付・受付済・実施済・全て）、診療科、病棟、
⼊外区分によるデータ絞りこみができること。
(4) 各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(5) データソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができること。
(6) 受付⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合、⾃動更新ができること。
(7) 指⽰内容を確認しながら受付処理ができること。
(8) 受付処理を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で受付処理ができること。
(9) 指⽰内容を確認しながら受付取消処理ができること。
(10) 受付処理を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で受付取消処理ができること。
(11) 受付処理を⾏う際、他端末にてオーダ情報を更新中の場合は排他処理を⾏うこ
と。
(12) 患者様の指⽰内容を確認しながら受付票印刷ができること。
(13) 受付票印刷を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(14) 受付⼀覧の印刷ができること。
(15) 受付⼀覧や受付票は、印刷部数の指定ができること。
(16) ファイル出⼒できること。
(17) 受付⼀覧から患者様のカルテを表⽰できること。
(18) 受付⼀覧から患者様の透析経過表の表⽰ができること。
(19) 受付⼀覧に、患者様の⾎液浄化に関する医師、看護師間の伝達事項、備忘録を
⼊⼒する患者メモ機能を有すること。
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(20) 受付機能について、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(21) ⾎液浄化受付⼀覧で外来予約患者の来院状態が確認できること。
(22) 患者単位の当⽇検査⼀覧を参照できること。

3.
実施処理業務
3.1 実施
(1) ⾎液浄化部⾨で受付した患者様を⼀覧表⽰し、実施⼊⼒を⾏う機能を有するこ
と。
(2) ⾎液浄化が実施される患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には患者⽒名、ベッ
ト番号、開始時刻、浄化⽅法の指⽰の内容が表⽰されること。
(3) 患者様の受付ステータスを把握し、効率的な誘導ができるように、「未受付、
受付済、実施済」などの現在の受付ステータスを⾃動的に更新し、表⽰できる
こと。
3.2 実施⼀覧
(1) ⽇付検索は⽇指定、期間指定と各種条件設定ができること。
(2) 患者IDの⼊⼒により受付したオーダの検索ができること。また、透析は複数⽇
に渡って予約されている場合が多いため、受付当⽇より以前のオーダ、受付当
⽇より以降のオーダを検索できること。
(3) 検索は、受付ステータス（未受付・受付済・実施済・全て）、診療科、病棟、
⼊外区分によるデータ絞りこみができること。
(4) 各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(5) データソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができること。
(6) 実施⼀覧の最新表⽰は⾃動更新ができること。
(7) 実施を⾏う際に、実施済みの患者・他端末にてカルテ記載中の患者に対して警
告メッセージを表⽰できること。

(8) 実施箋印刷を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で実施箋印刷ができること。
(9) 実施⼀覧より患者様の⾎液浄化に関する医師、看護師間の伝達事項、備忘録を
⼊⼒する患者メモ機能を有すること。
(10) 実施⼊⼒時の画⾯には、患者基本情報（⽒名・原疾患・診療科など）表⽰がで
きること。
(11) ⾎液浄化実施画⾯起動時、最新の⼊外区分・診療科・病棟・保険が表⽰される
こと。
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(12) 実施⼊⼒画⾯には、医師からの指⽰内容、予約確定時の追加指⽰や時間などの
情報が表⽰できること。また実施⼊⼒時に内容の変更・追加・削除ができるこ
と。
(13) 開始時間、終了時間、所要時間の実施⼊⼒ができること。
(14) 受付票印刷を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(15) 実施コメントを⼊⼒できること。
(16) 会計情報として浄化⽅法、加算情報の⼊⼒ができること。
(17) 実施時に使⽤する各種物品（薬品、器材）を⼊⼒できること、またあらかじめ
マスタ設定することで、画⾯上から容易に選択⼊⼒が可能であること。
(18) 実施時に使⽤した物品（ダイアライザー、吸着カラム、⾎液ろ過器、ヘモフィ
ルター、⾎漿分離器、など）を選択⼊⼒できること。
(19) 実施時に使⽤した処⽅薬品、注射薬品を選択⼊⼒できること。また薬品の追加
⼊⼒ができること。
(20) 実施時の処置⾏為、処置材料を選択⼊⼒できること。
(21) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信される
こと。
(22) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に記
録されること。
(23) 実施⼊⼒の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、
版数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴
を電⼦カルテに残すこと。
(24) 実施⼀覧での実施機能について利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(25) 実施⼀覧から患者様のカルテを表⽰できること。
(26) 実施⼀覧から患者様の透析経過表を表⽰できること。
(27) 受付⼀覧の印刷ができること。
(28) 受付⼀覧や受付票は、印刷部数の指定ができること。
(29) ファイル出⼒できること。

4.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の透析部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の透析部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
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６．輸⾎部⾨システム
1.
受付処理業務
1.1 受付管理
(1) 輸⾎部⾨受付業務にて輸⾎オーダ内容の確認と患者の受付（払い出し）処理がで
きる機能を有すること。
(2) 輸⾎オーダを⼀覧表⽰できること。⼀覧には依頼診療科、使⽤予定⽇、患者⽒
名、ＩＤ、性別、依頼⾎液型、依頼製剤名、単位数、使⽤場所、緊急区分、オー
ダ番号が表⽰されること。
(3) 受付を⾏う際に、他端末にて同じオーダを選択中は警告メッセージを表⽰するこ
と。
(4) 輸⾎受付⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合に⾃動更新ができること。
(5) 輸⾎受付⼀覧では、オーダのステータスを把握し、効率的な輸⾎払い出しができ
るように、「未受付、受付済、実施済」などの現在の輸⾎払い出しステータスを
⾃動的に更新し、表⽰できること。
(6) 輸⾎受付⼀覧の⽇付、期間⼊⼒によるオーダの検索ができること。
(7) 輸⾎受付⼀覧では患者IDによるデータ絞り込みができること、また検索期間との
組み合わせで依頼診療科、依頼病棟での絞り込みができること。
(8) 輸⾎受付⼀覧の検索にて受付ステータスによるデータ絞りこみができること。
(9) 輸⾎受付⼀覧のソート順の変更と、利⽤者毎にソート順の条件保存ができるこ
と。
(10) 輸⾎オーダ時に「緊急」指定された場合、受付⼀覧上で緊急指⽰の識別ができる
こと。
(11) 受付⼀覧で輸⾎依頼箋のオーダ番号のバーコードを読取り、絞込みができるこ
と。
(12) 輸⾎受付⼀覧の印刷ができること。
(13) 輸⾎部⾨で払い出しを⾏なった際に電⼦カルテに、払出者・払出⽇・払出時間の
情報が⾃動転記され、記録として保存できること。
(14) 払い出しを⾏なう画⾯には、オーダ№、患者ＩＤ、⽒名、⽣年⽉⽇、実施⽇、製
剤名を表⽰できること。
(15) 輸⾎オーダ時に「緊急」指定された場合、輸⾎払い出し画⾯で緊急指⽰の識別が
できること。
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(16) 患者基本情報に登録されている⾎液型情報（ABO式、Rh式）を表⽰できるこ
と。
(17) 輸⾎オーダ時に⼊⼒された⾎液型情報（ABO式、Rh式）と輸⾎払い出し時の患
者基本情報に登録されている⾎液型情報（ABO式、Rh式）を並べて表⽰し、確
認を容易にできること。
(18) 患者の感染情報を表⽰できること。
(19) 輸⾎製剤に貼付された製剤バーコードを読み込むことによる払い出しができるこ
と。また製剤番号を⼊⼒することにより払い出しができること。

1.2 払出管理
(1) 輸⾎製剤払い出し時に依頼製剤と異なる製剤を⼊⼒した場合はチェックを⾏なう
機能を有すること。
(2) 輸⾎製剤払い出し時に依頼製剤数と差異がある場合はチェックを⾏なう機能を有
すること。
(3) 輸⾎製剤払い出し時に製剤の有効期限をチェックする機能を有すること。
(4) 輸⾎製剤を放射線照射した場合、照射情報を⼊⼒できること。また照射情報は実
施記録として電⼦カルテに⾃動転記できること。
(5) 払い出し情報として製剤有効期限の⼊⼒ができること。
(6) 払い出し者、⽇時の実施情報を電⼦カルテに⾃動転記できること。
(7) 交差適合試験の実施の有無について確認を促すことができ、確認した記録を電⼦
カルテに⾃動転記できること。

(8) 払い出し後、追加で払い出しが必要になった場合に簡単に、輸⾎払い出しを追加
できる機能を有すること。

(9) 輸⾎払い出しの情報を印刷できること。
(10) 輸⾎受付⼀覧より払い出しの取消処理ができること。
(11) 輸⾎受付⼀覧での受付（払い出し）は、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(12) 払い出しの取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、い
つ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電⼦カルテに残すこ
と。
2

輸血部門システム

1.3 ⾃⼰⾎管理
(1) ⾃⼰⾎輸⾎依頼の受付を⾏った場合は⾃⼰⾎ラベルの印刷がされること。
2.
実施処理業務
2.1 実施管理
(1) 輸⾎部⾨受付業務にて受付された患者の⼀覧で確認でき、実施⼊⼒する機能を有
すること。
(2) 輸⾎の払い出しを⾏っている患者を⼀覧表⽰できること。⼀覧には依頼診療科、
使⽤予定⽇、患者⽒名、ＩＤ、性別、依頼⾎液型、依頼製剤名、単位数、使⽤場
所、緊急区分、オーダ番号が表⽰されること。
(3) 輸⾎実施⼀覧ではオーダのステータスを把握し、効率的な輸⾎実施ができるよう
に、「未受付、受付済、実施済」などの現在の輸⾎実施ステータスを⾃動的に更
新し、表⽰できること。
(4) 輸⾎実施⼀覧の⽇付、期間⼊⼒によるオーダの検索ができること。
(5) 輸⾎実施⼀覧では患者IDによるデータ絞り込みができること、また検索期間との
組み合わせで依頼診療科、依頼病棟での絞り込みができること。
(6) 輸⾎実施⼀覧の検索にて実施ステータスによるデータ絞りこみができること。
(7) 輸⾎実施⼀覧のソート順の変更と、利⽤者毎にソート順の条件保存ができるこ
と。
(8) 輸⾎実施⼀覧で輸⾎依頼箋のオーダ番号のバーコードを読取り、絞込みを実施す
ること。
(9) 輸⾎実施⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合に⾃動更新し、⾃動でオーダを取り込め
ること。
(10) 医師より輸⾎オーダ時に「緊急」指定された場合、輸⾎実施⼀覧上で緊急指⽰の
識別ができること。
(11) 実施を⾏う際に、他端末にて同じオーダを選択中は警告メッセージを表⽰するこ
と。
(12) 電⼦カルテに、実施者、実施⽇、実施時間の情報が⾃動転記され、記録として保
存できること。
(13) 実施を⾏なう画⾯には、オーダ№、患者ＩＤ、⽒名、⽣年⽉⽇、実施⽇、製剤名
を表⽰できること。
(14) 輸⾎オーダ時に「緊急」指定された場合、実施画⾯で緊急指⽰の識別ができるこ
と。
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(15) 当該輸⾎払い出し情報を詳細表⽰できること。
(16) 実施を⾏なう画⾯に患者基本情報に登録されている⾎液型情報（ABO式、Rh
式）を表⽰できること。
(17) 実施を⾏なう画⾯に、輸⾎オーダ時に⼊⼒された⾎液型情報（ABO式、Rh式）
と実施時の患者基本情報に登録されている⾎液型情報（ABO式、Rh式）を並べ
て表⽰し、確認を容易にできること。
(18) 実施を⾏なう画⾯に患者の感染情報を表⽰できること。
(19) 輸⾎製剤に貼付された製剤バーコードを読み込むことによる実施ができること。
また製剤番号を⼊⼒することにより実施ができること。
(20) 輸⾎実施時に依頼製剤と異なる製剤を⼊⼒した場合はチェックを⾏なう機能を有
すること。
(21) 輸⾎実施時に依頼製剤数と差異がある場合はチェックを⾏なう機能を有するこ
と。
(22) 輸⾎実施時に製剤の有効期限をチェックする機能を有すること。
(23) 輸⾎製剤を放射線照射した場合、照射情報を⼊⼒できること。また照射情報は実
施記録として電⼦カルテに⾃動転記できること。
(24) 実施者、実施⽇時の実施情報を電⼦カルテに⾃動転記できること。
(25) 製剤単位に輸⾎開始時に実施情報として輸⾎開始者、輸⾎開始⽇時、輸⾎実施場
所を電⼦カルテに⾃動転記できること。
(26) 輸⾎製剤単位に輸⾎終了時に実施情報として実施者、輸⾎実施量、輸⾎実施場
所、実施⽇時を電⼦カルテに⾃動転記できること。
(27) 使⽤しなかった輸⾎製剤に対して未実施情報（返却）の⼊⼒ができ、電⼦カルテ
に⾃動転記できること。

(28) 輸⾎実施時に⽣じた副作⽤に関する情報を記載できること。
(29) 輸⾎実施時に払い出し時に⾏った各種検査項⽬の確認ができること。また実施時
に追加で⾏った検査項⽬の⼊⼒もできること。
(30) 輸⾎実施時に使⽤したフィルタ情報の⼊⼒ができること。
(31) ⾃⼰⾎輸⾎を実施⼊⼒時に患者の年齢が6才未満の場合は患者プロファイルの体
重⼊⼒有無のチェックが⾏なわれること。
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(32) 輸⾎の実施情報は患者基本情報の輸⾎歴情報を⾃動的に更新できること。
(33) 輸⾎の実施は複数製剤の実施と⻑時間にわたる処置が必要なため、部分的に実施
できる⼀部実施の機能を有すること。
(34) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されるこ
と。
(35) 実施⼊⼒を完了したした場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に
記録されること。
(36) 実施が終了したオーダは事後修正によるデータ修正ができること。
(37) 輸⾎実施⼀覧での実施は、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(38) 輸⾎実施⼀覧の印刷ができること。

3.
その他
3.1 統計機能
(1) 輸⾎台帳を印刷できること。
(2) 輸⾎実施情報を⽇付、期間、診療科、病棟で絞り込んで輸⾎台帳を作成すること
ができること。
(3) 台帳をファイル出⼒できること。
(4) 期間と依頼診療科の指定を⾏なって、使⽤した輸⾎製剤の統計を表⽰することが
できます。
(5) 輸⾎製剤統計を印刷することができること。
(6) 輸⾎製剤統計をファイル出⼒できること。

4.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の輸⾎部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の輸⾎部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
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７．放射線部⾨システム
1.
受付処理業務
1.1 受付管理
(1) 放射線部⾨受付業務にて医師より指⽰されたオーダ内容の確認と患者様の受付処
理ができる機能を有すること。また、この機能は電⼦カルテシステム内の機能と
して提案すること。
(2) 放射線オーダが指⽰されている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、
開始時間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依
頼医の内容が表⽰されること。
(3) 放射線受付⼀覧では、指⽰の受付ステータスを把握し、効率的な誘導ができるよ
うに、「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを⾃動的に更新
し、表⽰できること。
(4) 放射線受付⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合に⾃動更新し、⾃動で指⽰を取り込め
ること。
(5) 放射線受付⼀覧の⽇付、期間⼊⼒によるオーダの検索ができること。
(6) 本⽇ボタンにより、ワンクリックで本⽇の受付⼀覧を表⽰できること。
(7) 放射線受付⼀覧では患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、受付
当⽇より以前のオーダ、受付当⽇より以降のオーダを検索できること。
(8) 放射線受付⼀覧で外来予約患者の来院状態が確認できること。
(9) 放射線受付⼀覧では受付ステータスによるデータ絞りこみができること。
(10) 放射線受付⼀覧では、伝票種別（検査種別）の絞りこみができること。
(11) 放射線受付⼀覧では検索期間との組み合わせで伝票種別、依頼診療科、依頼病棟
での絞り込みができること。
(12) 放射線受付⼀覧では、各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(13) 放射線受付⼀覧のデータソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができ
ること。
(14) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付できること。
(15) 受付を⾏う患者様を複数選択し⼀括で受付できること。
(16) 放射線放射線受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括受付できるこ
と。
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(17) 放射線受付⼀覧にて受付の取消ができること。
(18) 放射線受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括取消ができること。
(19) 受付済み・実施済み・他端末にてオーダ情報を参照中の場合は受付更新を⾏わ
ず、未更新データ⼀覧で更新できなかったオーダ情報が表⽰できること。
(20) 患者様のカルテを開くことなく放射線受付⼀覧から当該オーダを修正できるこ
と。
(21) 放射線受付⼀覧より当該オーダの放射線レポートを起動とレポート記載ができる
こと。
(22) 受付の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版数管
理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電⼦カ
ルテに残すこと。
(23) 放射線受付⼀覧での受付は、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(24) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付票印刷ができること。
(25) 放射線受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(26) 放射線受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができ
ること。
(27) 放射線受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で照射録印刷ができること。
(28) 放射線受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で照射録の印刷ができ
ること。
(29) 放射線受付⼀覧の印刷ができること。
(30) 受付票の印刷は印刷部数の指定ができること。
(31) 放射線受付⼀覧をファイル出⼒できること。
(32) 放射線受付⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。
(33) 放射線受付業務にて受付された患者様を⼀覧上に確認でき、実施する機能を有す
ること。
(34) 放射線受付をしている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、開始時
間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼医の
内容が表⽰されること。
(35) 患者単位の当⽇検査⼀覧を参照できること。
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2.
実施処理業務
2.1 実施管理
(1) 放射線実施⼀覧では指⽰の実施ステータスを把握し、効率的な誘導ができるよう
に、「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを⾃動的に更新
し、表⽰できること。
(2) 放射線実施⼀覧では、⽇付、期間によるオーダの検索ができること。
(3) 本⽇ボタンにより、ワンクリックで本⽇の実施⼀覧を表⽰できること。
(4) 放射線実施⼀覧では患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、実施
当⽇より以前のオーダ、実施当⽇より以降のオーダを検索できること。
(5) 放射線実施⼀覧では検索期間との組み合わせで伝票種別、依頼診療科、依頼病
棟、患者様が⼊院している病棟での絞り込みができること。
(6) 放射線実施⼀覧では実施ステータスによるデータ絞りこみができること。
(7) 他端末にてオーダ情報を参照中の場合は、警告メッセージを表⽰すること。
(8) 放射線実施⼀覧のデータソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができ
ること。
(9) 放射線実施⼀覧で各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(10) 放射線実施⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合⾃動更新ができること。
(11) 患者様の依頼内容を確認しながら実施ができること。
(12) 実施⼊⼒の画⾯には、患者基本情報（実施⽇、オーダ番号、患者ＩＤ、⽒名な
ど）が表⽰できること。
(13) 実施⼊⼒の画⾯には、医師からの指⽰内容、シェーマ図を表⽰できること。
(14) 実施⼊⼒の画⾯に、⾝⻑／体重、感染症情報などの患者基本情報を表⽰できるこ
と。
(15) 実施⼊⼒の画⾯に緊急指⽰が識別できるように表⽰できること。
(16) 過去実施した検査⼀覧の表⽰と詳細内容の確認ができること。
(17) 実施⽇当⽇の他の検査の⼀覧表⽰と内容の確認ができること。
(18) 放射線実施では撮影者、撮影技師、実施⽇、実施時間を記録として電⼦カルテに
保存できること。
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(19) 放射線撮影時に使⽤したフィルム種類、枚数、分割数、写損枚数、管電圧、管電
流の⼊⼒ができること。

(20) 実施時に⼊外区分・診療科・病棟・保険について変更可能であること。
(21) 同⼀部位を異なるフィルムで撮影した場合、フィルム種類の追加⼊⼒ができるこ
と。
(22) 放射線撮影時に使⽤した薬品、器材を選択⼊⼒できること。
(23) 撮影時の使⽤薬品と器材をセット化できること。
(24) 撮影時の使⽤フィルム・使⽤薬剤・撮影条件のデフォルト設定を⾏えること。
(25) 撮影⽅法（⼿技）が変更になった場合、撮影変更⽅法（⼿技）の変更、追加、削
除ができること。
(26) 撮影時のコメントを定型コメントより選択⼊⼒できること、またフリー⼊⼒もで
きること。
(27) 撮影部位/⽅向ごとに実施コメントの選択⼊⼒を可能とし、実施⽂書や照射録に
各コメントを表⽰できること。
(28) 放射線の実施⼊⼒内容を反映した照射録を印刷できること。
(29) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されるこ
と。
(30) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に記録
されること。
(31) 実施⼊⼒後に実施内容の取消ができること。
(32) 実施の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版数管
理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電⼦カ
ルテに残すこと。
(33) 実施が終了したオーダは事後修正、事後削除によるデータ修正ができること。
(34) 放射線実施⼀覧での実施機能について、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(35) 放射線実施⼀覧にて患者様を複数選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(36) 放射線実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができ
ること。
(37) 放射線実施⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で照射録印刷ができること。
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(38) 放射線実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で照射録の印刷ができ
ること。
(39) 放射線実施⼀覧の印刷ができること。
(40) 受付票印刷は、印刷部数の指定ができること。
(41) 放射線実施⼀覧の情報をファイル出⼒できること。
(42) 放射線実施⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。
(43) 放射線実施⼀覧より当該オーダの放射線レポートツールの起動とレポート記載が
できること。
(44) 放射線実施確定時にレポート記載画⾯を起動できること。
(45) 前回複写機能で、前回の放射線の実施内容を複写できること。
(46) 実施⼊⼒後に放射線実施⼀覧より、実施取消ができること。
(47) 撮影技師をリストから選択⼊⼒できること。

3.
統計管理
3.1 統計機能
(1) 期間指定を⾏って、検査の予約状況を⼀覧表⽰できること。複数枠が⼀覧で確認
できること。また、⼀覧表は印刷、ファイル出⼒ができること。
(2) 患者ＩＤと期間の指定を⾏って、放射線の実施状況を表⽰できること。
(3) 放射線実施状況を印刷できること。
(4) 放射線実施状況をファイル出⼒できること。
(5) 撮影室毎に期間指定を⾏って、使⽤したフィルムの統計を表⽰できること。
(6) 期間指定を⾏って、1⽇に使⽤したフィルムの統計を表⽰できること。
(7) 放射線検査統計を印刷できること。
(8) 放射線検査統計をファイル出⼒できること。

4.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の放射線部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の放射線部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
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８．⽣理部⾨システム
1.
受付処理業務
1.1 受付管理
(1) ⽣理部⾨受付業務にて医師より指⽰されたオーダ内容の確認と、患者様の受付処
理ができる機能を有すること。また、この機能は電⼦カルテシステム内の機能と
して提案すること。
(2) ⽣理オーダが指⽰されている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、開
始時間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼
医の内容が表⽰されること。
(3) ⽣理受付⼀覧では、指⽰のステータスを把握し、効率的な誘導ができるように、
「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを⾃動的に更新し、表
⽰できること。
(4) ⽣理受付⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合⾃動更新し、⾃動で指⽰を取り込めるこ
と。
(5) ⽣理検査受付⼀覧の⽇付、期間⼊⼒によるオーダの検索ができること。
(6) ⽣理受付⼀覧では患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、受付当
⽇より以前のオーダ、受付当⽇より以降のオーダを検索できること。
(7) ⽣理受付⼀覧で外来予約患者の来院状態を確認できること。
(8) ⽣理受付⼀覧では、受付ステータスによるデータ絞りこみができること。
(9) ⽣理受付⼀覧では、⽣理検査オーダ種の絞りこみができること。
(10) ⽣理受付⼀覧で、各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(11) ⽣理受付⼀覧のデータソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができる
こと。
(12) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付ができること。
(13) 受付業務画⾯に患者の感染症情報が表⽰できること。
(14) 受付を⾏う患者様を複数選択し⼀括で受付できること。
(15) ⽣理受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができる
こと。
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(16) ⽣理検査受付⼀覧にて受付の取消ができること。
(17) ⽣理受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括取消ができること。
(18) 受付済み・実施済み・他端末にてオーダ情報を更新中の場合は、警告メッセージ
を表⽰し、受付更新を⾏わないこと。
(19) 患者様のカルテを開くことなく⼀覧表⽰されている当該オーダを修正できるこ
と。
(20) 受付の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版数管
理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電⼦カ
ルテに残すこと。
(21) ⽣理受付⼀覧での受付は利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(22) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付票を印刷できること。
(23) ⽣理受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(24) ⽣理受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票印刷ができるこ
と。
(25) ⽣理受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で実施箋印刷ができること。
(26) ⽣理受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で実施箋印刷ができるこ
と。
(27) ⽣理受付⼀覧の印刷ができること。
(28) 受付票の印刷は印刷部数の指定ができること。
(29) ⽣理受付⼀覧の情報をファイル出⼒できること。
(30) ⽣理受付⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。
(31) 患者単位の当⽇検査⼀覧を参照できること。

2.
実施処理業務
2.1 実施管理
(1) ⽣理受付業務にて受付された患者様を⼀覧上に確認でき、実施する機能を有する
こと。
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(2) ⽣理検査受付をしている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、開始時
間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼医の
内容が表⽰されること。
(3) ⽣理実施⼀覧では指⽰の実施ステータスを把握し、効率的な誘導ができるよう
に、「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを⾃動的に更新
し、表⽰できること。
(4) ⽣理実施⼀覧では、⽇付、期間によるオーダの検索ができること。
(5) ⽣理実施⼀覧では、患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、実施
当⽇より以前のオーダ、実施当⽇より以降のオーダを検索できること。
(6) ⽣理実施⼀覧では検索期間との組み合わせで伝票種別、依頼診療科、依頼病棟で
の絞り込みができること。

(7) ⽣理実施⼀覧では実施ステータスによるデータ絞りこみができること。
(8) 他端末にてオーダ情報を参照中の場合は、実施画⾯起動時に警告メッセージを表
⽰すること。
(9) ⽣理実施⼀覧のデータソート順の変更と、利⽤者毎にソート順の条件保存ができ
ること。
(10) ⽣理実施⼀覧で各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(11) ⽣理実施⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合、⾃動更新ができること。
(12) 患者様の依頼内容を確認しながら実施ができること。
(13) 実施⼊⼒の画⾯には、患者基本情報（実施⽇、オーダ番号、患者ＩＤ、⽒名な
ど）が表⽰できること。
(14) 実施⼊⼒の画⾯には、医師からの指⽰内容、シェーマ図を表⽰できること。
(15) 実施⼊⼒の画⾯に、⾝⻑／体重、感染症情報などの患者基本情報を表⽰できるこ
と。
(16) 実施時に⼊外区分・診療科・病棟・保険について変更可能であること。
(17) 実施⼊⼒の画⾯に緊急指⽰が識別できるように表⽰できること。
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(18) 実施⽇当⽇の他の検査の⼀覧表⽰と内容の確認ができること。
(19) ⽣理実施では実施者、実施検察室を記録として電⼦カルテに保存できること。
(20) 検査の際に使⽤した薬品、器材を選択⼊⼒できること。
(21) 検査時の薬品と器材をついてはセット化できること。
(22) 検査⽅法によって検査器材（薬品、器材）のデフォルト設定を⾏えること。
(23) 撮影時のコメントを定型コメントより選択⼊⼒できること。また、フリー⼊⼒も
できること。
(24) 実施時に検査⽅法（⼿技）が変更になった場合、検査変更（⼿技）の変更、追
加、削除ができること。
(25) 実施⼊⼒内容を反映した実施箋を印刷できること。
(26) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されるこ
と。
(27) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に記録
されること。
(28) 実施⼊⼒後に実施内容の取消ができること。
(29) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に記録
されること。
(30) 実施⼊⼒後に実施内容の取消ができること。
(31) 実施⼊⼒の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版
数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電
⼦カルテに残すこと。
(32) 実施が終了したオーダは、事後修正、事後削除によるデータ修正ができること。
(33) ⽣理実施⼀覧にて患者様を複数選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(34) ⽣理実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができる
こと。
(35) ⽣理実施⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で⽣理実施箋印刷ができること。
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(36) ⽣理実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で⽣理実施箋の印刷がで
きること。
(37) ⽣理実施⼀覧の印刷ができること。
(38) 受付票の印刷は、印刷部数の指定ができること。
(39) ⽣理実施⼀覧の情報をファイル出⼒できること。
(40) ⽣理実施⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。
(41) ⽣理実施⼀覧より、当該オーダの⽣理レポートツールの起動とレポート記載がで
きること。
(42) 実施⼊⼒後に⽣理実施⼀覧より、実施取消ができること。
(43) 検査技師をリストから選択⼊⼒できること。

3.
統計管理
3.1 統計機能
(1) 患者ＩＤと期間の指定を⾏って、⽣理検査の実施状況を表⽰できること。
(2) ⽣理実施状況を印刷できること。
(3) ⽣理実施状況をファイル出⼒できること。
(4) 期間指定を⾏って、検査の予約状況を⼀覧表⽰できること。複数枠が⼀覧で確認
できること。また、⼀覧表は印刷、ファイル出⼒ができること。
(5) 期間、⽣理検査種別、予約枠、依頼科、病棟を指定し、⽣理検査の予定⼀覧を表
⽰できること。また、⼀覧は印刷、ファイル出⼒ができること。
(6) 期間、⽣理検査種別、依頼科を指定して統計を⼀覧表⽰できること。
(7) ⽣理検査統計を印刷できること。
(8) ⽣理検査統計をファイル出⼒できること。

4.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の⽣理部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の⽣理部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
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９．内視鏡部⾨システム
1.
受付処理業務
1.1 受付管理
(1) 内視鏡部⾨受付業務にて、医師より指⽰されたオーダ内容の確認と患者様の受付
ができる機能を有すること。また、この機能は電⼦カルテシステム内の機能とし
て提案すること。
(2) 内視鏡オーダが指⽰されている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、
開始時間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依
頼医の内容が表⽰されること。
(3) 内視鏡受付⼀覧では、指⽰のステータスを把握し、効率的な誘導ができるよう
に、「未受付、受付済、実施済」などの現在の検査ステータスを⾃動的に更新
し、表⽰できること。
(4) 内視鏡受付⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合⾃動更新し、⾃動で指⽰を取り込める
こと。
(5) 内視鏡検査受付⼀覧の⽇付、期間⼊⼒によるオーダの検索ができること。
(6) 内視鏡受付⼀覧では、患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、受
付当⽇より以前のオーダ、受付当⽇より以降のオーダを検索できること。
(7) 内視鏡受付⼀覧で外来予約患者の来院状態が確認できること。
(8) 内視鏡受付⼀覧では受付ステータスによるデータ絞りこみができること。
(9) 内視鏡受付⼀覧で各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(10) 内視鏡受付⼀覧のデータソート順の変更と利⽤者毎にソート順の条件保存ができ
ること。
(11) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付ができること。
(12) 受付を⾏う患者様を複数選択し、⼀括で受付できること。
(13) 内視鏡受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができ
ること。
(14) 内視鏡検査受付⼀覧にて受付の取消ができること。
(15) 内視鏡受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括取消ができること。

1

内視鏡部門システム

(16) 受付済み・実施済み・他端末にてオーダ情報を更新中の場合は、警告メッセージ
を表⽰し、受付更新を⾏なわないこと。
(17) 患者様のカルテを開くことなく⼀覧表⽰されている当該オーダを修正できるこ
と。
(18) 内視鏡受付⼀覧での受付は、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(19) 患者様のオーダ情報を確認しながら受付票印刷ができること。
(20) 内視鏡受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(21) 内視鏡受付⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で内視鏡受付票印刷ができるこ
と。
(22) 内視鏡受付⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができ
ること。
(23) 内視鏡受付⼀覧の印刷ができること。
(24) 受付票の印刷は、印刷部数の指定ができること。
(25) 内視鏡受付⼀覧の情報をファイル出⼒できること。
(26) 内視鏡受付⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。

2.
実施処理業務
2.1 実施管理
(1) 内視鏡受付業務にて受付された患者様を⼀覧上に確認でき、実施する機能を有す
ること。
(2) 内視鏡受付をしている患者様を⼀覧表⽰できること。⼀覧には実施⽇、開始時
間、緊急区分、患者ＩＤ、患者⽒名、年齢、性別、検査種別、依頼科、依頼医の
内容が表⽰されること。
(3) 内視鏡実施⼀覧の⽇付、期間によるオーダの検索ができること。
(4) 内視鏡実施⼀覧では、患者IDの⼊⼒によりオーダの検索ができること。また、実
施当⽇より以前のオーダ、実施当⽇より以降のオーダを検索できること。
(5) 内視鏡実施⼀覧では検索期間との組み合わせで伝票種別、依頼診療科、依頼病棟
での絞り込みができること。
(6) 内視鏡実施⼀覧では実施ステータスによるデータ絞りこみができること。
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(7) 他端末にてオーダ情報を参照中の場合は、実施画⾯起動時に警告メッセージを表
⽰すること。
(8) 内視鏡実施⼀覧のデータソート順の変更と、利⽤者毎にソート順の条件保存がで
きること。
(9) 内視鏡実施⼀覧では、各種検索条件を利⽤者毎に条件保存ができること。
(10) 内視鏡実施⼀覧の最新表⽰は⽇指定の場合⾃動更新できること。
(11) 患者様の依頼内容を確認しながら実施ができること。
(12) 実施⼊⼒の画⾯には、患者基本情報（実施⽇、オーダ番号、患者ＩＤ、⽒名な
ど）が表⽰できること。
(13) 実施時に⼊外区分・診療科・病棟・保険について変更可能であること。
(14) 実施⼊⼒の画⾯には、医師からの指⽰内容、シェーマ図を表⽰できること。ま
た、実施⼊⼒時に指⽰内容の変更、追加、削除ができること。
(15) 実施⼊⼒の画⾯に、⾝⻑／体重、感染症情報などの患者基本情報を表⽰できるこ
と。
(16) 実施⼊⼒の画⾯に緊急指⽰が識別できるように表⽰できること。
(17) 実施⽇当⽇の他の検査の⼀覧表⽰と、内容の確認ができること。
(18) 内視鏡実施では実施者、実施検査室を記録として電⼦カルテに保存できること。
(19) 内視鏡実施時の⼿技及び処置⾏為を、マスタより選択⼊⼒できること。
(20) 内視鏡実施時に使⽤した薬品、器材を選択⼊⼒できること。
(21) 内視鏡実施時の薬品と器材をセット化できること。
(22) 内視鏡実施時のコメントを定型コメントより選択⼊⼒できること、またフリー⼊
⼒もできること。
(23) 実施時に検査⽅法（⼿技/処置）が変更になった場合、検査変更（⼿技/処置）の
変更、追加、削除ができること。
(24) 実施した内容で実施箋を印刷できること。
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(25) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が即時に医事会計システムへ送信されるこ
と。
(26) 実施⼊⼒を完了した場合は、その情報が実施記録として電⼦カルテに即時に記録
されること。
(27) 実施⼊⼒後に実施内容の取消ができること。
(28) 実施⼊⼒の取消しを⾏った場合は、履歴を持たせること。特に取消し履歴は、版
数管理を⾏い、いつ・だれが・どのような変更を⾏ったのか、すべての履歴を電
⼦カルテに残すこと。
(29) 実施が終了したオーダは事後修正、事後削除によるデータ修正ができること。
(30) 内視鏡実施⼀覧での実施機能について、利⽤者毎に操作権限を付与できること。
(31) 内視鏡実施⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で受付票印刷ができること。
(32) 内視鏡実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で受付票の印刷ができ
ること。
(33) 内視鏡実施⼀覧にて複数の患者様を選択し、⼀括で内視鏡実施箋印刷ができるこ
と。
(34) 内視鏡実施⼀覧に表⽰されている患者様を全選択し、⼀括で内視鏡実施箋の印刷
ができること。
(35) 内視鏡実施⼀覧を印刷できること。
(36) 受付票印刷は、印刷部数の指定ができること。
(37) 内視鏡実施⼀覧の情報をファイル出⼒できること。
(38) 内視鏡実施⼀覧より患者様のカルテを表⽰できること。
(39) 内視鏡実施⼀覧より当該オーダの内視鏡レポートツールの起動とレポート記載が
できること。
(40) 実施⼊⼒後に内視鏡実施⼀覧より、実施取消ができること。
(41) 検査技師をリストから選択⼊⼒できること。

3.

統計管理
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3.1

統計機能

(1) 患者ＩＤと期間の指定を⾏って、内視鏡検査の実施状況を表⽰できること。
(2) 内視鏡実施状況を印刷できること。
(3) 内視鏡実施状況をファイル出⼒できること。
(4) 期間指定を⾏って、検査の予約状況を⼀覧表⽰できること。複数枠が⼀覧で確認
できること。また、⼀覧表は印刷、ファイル出⼒ができること。
(5) 期間、内視鏡検査種別、予約枠、依頼科、病棟を指定し、内視鏡検査の予定⼀覧
を表⽰できること。また、⼀覧は印刷、ファイル出⼒ができること。
(6) 期間、内視鏡検査種別、依頼科を指定して統計を⼀覧表⽰できること。
(7) 内視鏡検査統計を印刷できること。
(8) 内視鏡検査統計をファイル出⼒できること。

4.
(1)
(2)
(3)

データ移⾏
当院にて稼働中の内視鏡部⾨システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の内視鏡部⾨システムからのデータ移⾏実績があること。
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１０．診察案内表⽰システム
1.

診察案内表⽰システム
本システムは外来患者に対して診察状況表⽰・院内案内表⽰を⾏なうシステムで
ある。
このシステムは「⼤型ディスプレイ（外待合）」へ進⾏状況表⽰を⾏う。
電⼦カルテ／オーダリングシステムと連動し、ＬＡＮによるデータ連携によって
患者の誘導表⽰を⾏う。

1.1 表⽰盤機能
(1) 外来を受診する患者に対し、⾃動受付再来機により発券される受付番号票を利⽤
し、「⼤型ディスプレイ（外待合）」に患者誘導情報を表⽰できる機能を有する
こと。
(2) 診察室単位に該当の患者の受付番号が表⽰できること。
(3) 受付番号は予約時間順に表⽰されること。
1.2 表⽰盤メンテナンス機能
(1) 将来の診療科の構成、名称変更等に対応できること。
２. 患者誘導制御機能
2.1 電⼦カルテシステム連携機能
(1) 電⼦カルテシステムの予約情報及び受付情報との連携可能であり、連携に関する
全ての費⽤を含むものとする。
3.

システム適⽤作業

(1) 診察案内表⽰盤の作業として、以下の要件を満たすこと。
(2) 診療科の診察室の構成に合わせて個々の画⾯デザインについて資料を作成し、導
⼊過程において打合せを実施すること。現場の運⽤などにあわせて調整を⾏って
いくこと。ただし、現⾏と使⽤⽅法に変わりがなければ⾏う必要はない。
(3) 表⽰盤管理端末について操作マニュアルの提供と操作教育を実施すること。ただ
し、現⾏と使⽤⽅法に変わりがなければ⾏う必要はない。
(4) 本システムにおける、病院管理担当者に運⽤マニュアルを引き継ぎ資料として作
成し、担当者に説明を実施すること。
(5) 完成図書として、以下の内容を作成し提出すること。
（機器構成⼀覧・機器仕様・システム系統図・端末⼀覧（設置場所・ＩＰ・パソ
コン名）・システム仕様書・操作マニュアル・リカバリマニュアル）
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１１．医事会計システム
（基本機能）
(1) 医療機関向けの基本マスタを標準提供し、新薬、材料の追加等を容易にメンテナ
ンス可能であること。
(2) ⽇常業務におけるレスポンスタイムは、ピーク時においても⽀障がないようにす
ること。
(3) 医療機関向け基本マスタが標準提供され、かつ点数・薬価・病名マスタはレセプ
ト電算対応されていること。
(4) 労災，⾃賠責保険に関して法別番号を設定出来ること。
(5) 各窓⼝画⾯で患者番号の継承が⾏えること。
(6) 各画⾯には操作可能なファンクションキーへの割り当て機能が、常時確認可能な
こと。
(7) 患者の検索を各業務画⾯で⾏え、該当者の検索は⼀覧画⾯から選択可能なこと。
(8) 前回Ｄｏを容易に呼び出せること。
(9) オーダリングシステム（電⼦カルテシステム）より、データを取り込めること。
(10) 業務を停⽌せずに、データのバックアップが可能であること。
(11) 会計データのディスクへのデータの保存期間は５年以上が可能であり、かつ期間
は任意設定可能なこと。
(12) 保存された会計データは、年数によらず同⼀の業務画⾯から参照可能なこと。
(13) 保存会計データは、会計⽉単位でデータ作成時点の点数マスタ等と共に外部媒体
への取り出し保存も可能なこと。かつ必要な会計⽉分のみ復元が可能であるこ
と。
(14) 前回Ｄｏの内容が過去の内容であっても、現在の点数で点数計算が可能であるこ
と。
(15)
(16)
(17)
(18)

印刷データは紙での出⼒以外に、印刷イメージをデータで保存が出来ること。
業務開始時にパスワードの有無の設定が可能であること。
パスワードの有効期限が設定可能であること。
システムの利⽤者IDにより患者登録、会計⼊⼒、病名登録、収納処理毎に実⾏を
制限可能であること。

(19) 他業務へ⾃由に画⾯切り替えが可能で、複数の業務を同時使⽤出来ること。
(20) 会計⼊⼒中であっても、リアルタイムにレセプトのイメージで内容確認可能であ
ること。また同時にチェック機能が働くこと。
(21) 当⽉のレセプト表⽰時に、スクロール操作によって過去分のレセプトを瞬時に確
認可能なこと。
(22)
(23)
(24)
(25)

⾃動加算が可能な加算、指導料、逓減等を網羅していること。
包括項⽬の算定が正しく⾏われること。
院外処⽅の内容をレセプト⽤紙でも確認出来ること。
コメントが⼊⼒でき、レセプトに印刷出来ること。
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(26) ⼊院で毎⽇算出する保険外については、会計⼊⼒でなくカレンダでの登録が可能
なこと。
(27) １画⾯上で複数保険の会計が可能なこと。
（特定の明細について保険の変更が可能なこと）
(28) ⻑期療養医療を正しく管理し、必要な⼀部負担⾦を請求出来ること。
(29) ⽇報、⽉報、総括表はＥＸＣＥＬ、テキストデータの形式に出⼒可能なこと。
(30) 業務に関する連絡事項を、端末間でのメッセージのやり取りが可能であること。
(31) 診療報酬改定に伴いプログラム変更等の作業が発⽣する場合は、サービス提供元
が責任を持って対応すること。
(32)
(33)
(34)
(35)

業務や⼊⼒域に応じた操作ガイダンスを、業務画⾯上に常時表⽰可能なこと。
業務画⾯に連動したオンラインマニュアルを、参照可能なこと。
⽇報集計に締め区分を設定（９区分）して運⽤出来ること。
窓⼝業務で該当患者を呼び出した際に、事前に患者に関連させて登録した情報
が、表⽰されるメモ機能を有していること。

(36) 画⾯背景⾊パターンが選択可能であること。
(37) ログインID毎の業務の実⾏履歴を保存、確認できること。
（患者登録）
(38) 新規患者は⾃動で最終番号を付番出来、かつ⼿⼊⼒も可能なこと。
(39) 患者情報は⻑期的に保存出来ること。
(40) 保険・公費共に、各９９種類までの登録が可能であること。かつ保険＋３種類の
公費併⽤、または公費のみ３種類の公費併⽤等の保険パターンが登録可能である
こと。
(41) 保険ごとに保険証の有効期限・開始⽇を設定可能であること。
(42) 保険証確認履歴を参照し、当⽉未確認の場合はメッセージを表⽰する機能を有す
ること。
(43) 有効期限切れの保険・公費を⾊分けして表⽰可能であること。
(44) １患者１番号に対応出来、患者登録時には⽒名、⽣年⽉⽇、性別で同性同名の
チェックが容易に可能なこと。
(45) 漢字⽒名⼊⼒は⽒名辞書を有し、⽒名選択画⾯からの⽇本語⽒名の選択⼊⼒と
ワープロ⼊⼒の双⽅が可能なこと。
(46) 患者⽒名は40⽂字程度⼊⼒可能なこと。
(47) 患者の漢字⽒名⼊⼒には学習機能があること。⼜、⽒名辞書はメンテナンス可能
であること。
(48) ⽣年⽉⽇年号，性別は数字で⼊⼒出来ること。
(49) ⼊⼒した⽣年⽉⽇より、年齢および⽉齢が確認できること。
(50) 登録した主保険と従保険のパターン負担率・負担条件等を⾃動表⽰出来ること。
また、必要に応じて変更出来ること。
(51) ＩＤカード（診察券）を発⾏出来る機能を有すること。
(52) カルテ１号紙は複数の保険種別が登録されている場合、それ毎に出⼒可能なこ
と。
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(53) 住所は郵便番号またはカナ住所で検索可能なこと。頻繁に使⽤する住所について
はマスタ管理できること。
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

患者の検索はカナ⽒名、⽣年⽉⽇、性別、⼊院患者で検索可能であること。
カナ⽒名はワイルドカード検索が可能であること。
⼊院中の患者を検索する際、部屋・病棟で検索が可能なこと。
旧姓等、変更前の⽒名で患者検索が可能であること。
負担率の違う保険者番号の学習機能があり、メンテナンスも可能なこと。
患者番号の振り替えが可能なこと。
優先保険の設定が可能なこと。
年齢により保険の妥当性チェックが可能なこと。
労災、⾃賠責保険情報が登録可能なこと。
地域等の特定の固有情報を設定出来、⼊⼒が可能なこと（５０個）。
患者へのコメント⽂字の⼊⼒が可能なこと。
患者情報単位にメモが50⽂字程度⼊⼒保存できること。
保険登録時に年齢チェックが可能なこと。
患者登録時に他の患者情報のコピー機能を有すること。
保険証や紹介状をイメージデータとして患者情報に関連付けて取り込むことが可
能であること。また、患者登録の業務画⾯から直接スキャナーを操作して取り込
みが可能なこと。

(69) 住所（患者・保険者・事業所、勤務先・連絡先）⼊⼒時には、候補表⽰がなされ
ること。
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

（受付業務）
１回の受付で１０科分に対応可能なこと。
１回の受付で６受付区分に対応可能なこと。
過去の受診科の照会が⾏え、それぞれの最終来院⽇の確認が可能なこと。
保険証の確認⼊⼒が⾏えること。
受付患者の⼀覧が表⽰出来、それぞれの受付時間、受付科、受付区分の確認が可
能なこと。

(75) 受診内容の⼊⼒が⾏え、受診票の印刷が可能なこと。
（病名登録業務）
(76) 病名の登録が可能（部位まで）で、レセプト電算対応されたマスタが標準提供さ
れていること。
(77) 病名はカナ、漢字、ICDによる検索が可能であること。
(78) 病名のワープロ⼊⼒時に、前⽅⼀致により病名マスタより候補表⽰、選択が可能
となる機能を有し、未コード化病名の削減が可能なこと。
(79) レセプト電算コードが設定されている病名と、ワープロ⼊⼒された病名が判別で
きること。
(80) 500病名以上の登録が可能で、必要に応じ⼊外別や転帰の内容によって表⽰する
病名の絞り込みが容易に⾏えること。
(81) 接頭語、接尾語の設定が可能で、病名との合成が可能であること。
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(82) 病名管理は、転記（治ゆ、死亡、中⽌）、開始⽇付、終了⽇付が⼊⼒可能である
こと。
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

病名は特定病名の設定が可能で、画⾯で⾊により容易に把握出来ること。
感冒等の当⽉のみの病名を登録出来ること。
転帰で終了した病名は保存期間を終了したら⾃動的に削除されること。
病名⼊⼒中でも、病名マスタの抜取りや病名マスタの作成が可能であること。
病名の⼊⼒はワープロ機能によっても⼊⼒出来ること。かつ、ワープロ⼊⼒され
た病名については、コード化された病名と明確に⾒分けがつくようフォントや⾊
などで表現可能なこと。

（外来会計業務）
(88) 診療内容と患者保険情報をもとに点数計算を⾏え、患者の請求全額を計算して請
求書を印刷可能なこと。請求書は発⾏前に画⾯で確認が⾏え、内容が間違ってい
る場合には再度、⼊⼒画⾯に戻り、内容の追加、修正、削除が⾏えること。
(89) 患者を選択し、オーダの取込みを⾏えること。但し、オーダの取込みは選択可能
なこと。
(90) ⾃動算定の設定を⾏う事により、⾃動で１⽉上限回数まで⾃動算定出来る機能を
有すること。
(91) 特定薬剤治療管理料は４ヶ⽉⽬以降の逓減を薬剤単位で⾃動に⾏なえること。
(92) 会計⼊⼒は科、医師、部⾨を選択可能なこと。
(93) 深夜、休⽇、時間外、時間外特例医療機関加算を選択する機能があり、選択する
事により⾃動算定されること。
(94) ⼊⼒中でも、病名登録や患者登録画⾯に容易に切換可能で、その切換えた画⾯で
の修正情報は⼊⼒中画⾯に反映されること。
(95) 会計⼊⼒画⾯に保険情報、病名、⼊院暦等の情報の表⽰がクライアント毎任意に
設定可能なこと。
(96) 指導状況、連絡事項の情報が会計⼊⼒前に確認が⾏えること。
(97) ⼊⼒はコード⼊⼒、及び検索による⼊⼒が可能なこと。
(98) 診療⾏為⼊⼒時に、⽇本語名称の前⽅⼀致により、点数マスタから候補表⽰、選
択が可能であること。
(99) 診療⾏為の検索にあたっては、読みや略称コードからの検索だけでなく、診療⾏
為名称の⽂字列（漢字含む）や薬効の分類からも検索可能であること。
(100) 診療⾏為の⼊⼒中に、過去の会計データの内容を常時表⽰する機能を有するこ
と。かつ、表⽰中の過去データから簡易な操作で参照⼊⼒可能なこと。
(101) 約束⼊⼒、伝票⼊⼒、前回Ｄｏ⼊⼒が⾏えること。
(102) 診療⾏為の⼊⼒中に、患者毎に設定された常⽤処⽅の内容を参照できること。ま
た、常⽤処⽅の内容は、現在の診療⾏為の内容から簡易な操作で追加登録が可能
であること。
(103) １回の会計で、複数の科、複数の保険の⼊⼒が可能で会計は同時に⾏えること。
(104) １回の会計で、10,000明細以上の⼊⼒が可能で、表⽰は項⽬名称、単位、点数、
回数が表⽰可能なこと。
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(105) 過去５年前迄の会計内容を参照しながら、今回の会計⼊⼒を⾏えること。⼜、参
照内容から容易にコピーし現在の診療点数で計算されること。
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

⽇付を指定し、Ｄｏが使⽤可能なこと。
セット⼊⼒時には内容を確認し、数量を⼊⼒可能であること。
会計⼊⼒中でも、点数マスタの抜取りや点数マスタの作成が可能であること。
⼊⼒中の警告は即時に表⽰可能であること。
コメントはコード⼊⼒、ワープロ⼊⼒が可能であること。
診療内容⼊⼒中、も即時に現在のレセプトを画⾯で確認出来ること。
また、同時にエラーチェック機能が動作すること。

(112) 会計⼊⼒終了時に病名と薬品とのレセプト関連チェックを⾏える機能を有するこ
と。
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)

請求書は科別出⼒か、合計で出⼒するかを選択出来ること。
会計終了時に裏点を記⼊する為の請求点数確認画⾯が表⽰されること。
請求確認画⾯で⼊⾦⾦額をゼロにすると、未収⾦として計上出来ること。
請求書、カルテ１号紙は⼊⼒中でも出⼒先プリンタを変更出来ること。
⾃動加算、⾃動算定の機能を有すること。
画⾯上で⾃動算定された点数が⾊などで識別出来ること。
画⾯上で院内処⽅、院外処⽅が⾊などで識別出来ること。
包括⾏為の項⽬が⼊⼒されると、対象診療⾏為等は⾃動で包括されること。同時
に包括された⾏為を強制的に⾮包括出来る機能を有すること。

(121) 画⾯上で包括された⾏為が⾊などで識別出来ること。
(122) 同⼀検査の中で検査項⽬を重複に⼊⼒しても、⾃動で１つに編集されること。
(123) 会計で⼀旦検査を⼊⼒した後に検査項⽬を追加⼊⼒した場合、検査の⾃動算定
(124)
(125)
(126)
(127)

（丸め計算、剤区切り）を再実⾏する機能を有すること。
ＣＴなどは２回⽬以降に⾃動で逓減されること。
同⼀⽇付で科別に受診済かをチェック出来ること。
カレンダ形式で来院⽇が確認出来ること。
前回までの未収⾦額を含めて今回の請求⾦額に合算して請求書を作成可能である

こと。
(128) 画⾯の⽂字サイズの拡⼤縮⼩設定が可能なこと。
(129) 外来請求書を⾃動発⾏出来ること。かつ、請求書を発⾏せず請求データのみの保
存も出来る選択機能を有すること。
(130) 点数マスタの検索画⾯にて、使⽤期限⽇を過ぎたマスタの⽂字⾊を変更すること
が可能であること。
(131) 電⼦点数表を活⽤した背反チェック、算定回数の縦覧チェックが可能であるこ
と。
(132) 数量の⼩数点以下の桁数を5桁が⼊⼒可能なこと。
⼊院会計業
(133) 外来会計業務と同様に⼊⼒が⾏え、画⾯イメージが変わらないこと。
(134) 退院⽇付以降のデータを削除出来ること。
(135) 退院処理を⾏っても、診療⾏為の⼊⼒が⾏えること。
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（会計カード検索業務）
(136) 外来会計業務、⼊院会計業務と同様な⼊⼒を⾏えること。
(137) 外来会計業務、⼊院会計業務で⼊⼒された内容を⽉別に表⽰し、診療⾏為の追
加、修正、削除が⾏えること。
(138) 会計カードは⽉、診療区分、⼊外区分を指定し表⽰できること。
(139) 追加、修正、削除した内容から差額の計算が可能であり、再度請求書を作成出来
ること。
(140) 診療⾏為をカレンダ表⽰出来、カレンダ画⾯から回数の変更及び診療⾏為の複写
が出来ること。
(141) ⼊院、外来共に保険、科、医師の変更を⼀括で変更出来ること。
(142) 会計カードを印刷出来ること。
（⼊退院業務）
(143) 患者の⼊退院、転科、転室、転病棟、医師、室料差額の登録、修正、削除が可能
なこと。⼜、⼊院料、適⽤保険、外泊、⽋⾷、特別⾷等の登録、修正、削除も可
能なこと。
(144) 過去の⼊院履歴の参照が可能で、⼊院料算定の除外設定が可能なこと。
(145) ⼊院基本データはカレンダ形式で１⽉分表⽰可能で、前⽉、前々⽉の表⽰も可能
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)

なこと。
退院⽇以降のデータが⾃動で削除可能なこと。
⼊院料の看護加算等は病棟別に設定可能で、変更も可能なこと。
⾃費項⽬等で、毎⽇発⽣する項⽬をカレンダ形式で登録可能なこと。
前⽉の⼊院基本設定を翌⽉に継承可能なこと。
リアルタイムな料⾦問合せを⾏えること。
退院処理は⽇付を指定可能で、裏点を記⼊する為の請求確認画⾯が表⽰出来るこ
と。

(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)

過去の⼊院履歴の追加、修正、削除、参照が可能なこと。
退院処理を⾏うと請求書が印刷されること。
他医療機関での⼊院履歴が登録可能なこと。
介護保険病棟での⼊院期間が管理可能で、⼊院基本料の加減算が可能なこと。
（収納処理業務）
患者毎に⼊⾦・未収⾦の管理が可能であること。
未収⾦については永久保存であること。
分割⼊⾦に対応されていること。
預かり⾦を登録可能であること。
合計未収⾦額、合計預かり⾦額が表⽰出来ること。
請求書を作成出来る機能を有すること。
請求書の印刷枚数は予め設定可能であること。
請求期間を指定する事により合算請求書を作成出来ること。
請求⽇付と⼊⾦⽇付を別に管理出来ること。
将来のシステム拡張のため、現⾦管理に優れたＰＯＳレジとの連携機能を有する
こと。

(166) 請求書の再発⾏が出来ること。
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(167) 退院請求書の発⾏時に、⽉をまたいだ請求期間で１枚の請求書を作成することが
可能であること。
(168) ⼊院定期請求は⼀括処理と、個別処理が選択可能であること。
（⽇報業務）
(169) 保険別、科別に⽇計表を作成可能なこと。
(170) 患者別⽇計表を印刷可能なこと。
(171) 未収⾦⽇報を印刷可能なこと。
(172) 収納データ保存期間ならば⽇付を指定して⽇報を印刷可能なこと。
(173) 指定した⽇付の収益を科別、⼊外別にリアルタイムに表⽰可能なこと。
(174) ⽇報で出⼒されるデータがＥＸＣＥＬ、⼜はテキストデータで出⼒可能であるこ
と。
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)

（レセプト業務）
診療報酬明細書（レセプト）の作成が可能であること。
レセプトは社保、国保等それぞれ指定された様式に対応されていること。
レセプトの印刷は前処理を⾏わなくても、即座に印刷が可能であること。
レセプトの印刷は⽉中でも印刷が可能であること。
レセプト印刷は複数端末、複数プリンタに対応されていること。
⼀般、労災、⾃賠責保険に対応されていること。
⼀般レセプトはレセプトの枠まで印刷可能な機能を有すること。
レセプト印刷の指⽰は⼊外、⽤紙番号、科、患者番号、の印刷順指定が可能なこ
と。

(183) レセプトの件数が判断可能な、レセプト⼀覧表の作成が可能であり、患者別にも
出⼒可能で、レセプトが出⼒された後に会計が修正されたかどうかの判断が出来
る印がつくこと。
(184)
(185)
(186)
(187)

レセプトの点検⽤に院外処⽅した投薬情報も印刷可能であること。
⼀定額以上の⾼額レセプト患者の⾼額レセプト⽇計表が出⼒可能なこと。
提出不要なレセプトの保留が⾏えること。保留解除も可能なこと。
傷病名との適⽤チェックや、１⽇、１⽉あたりの回数、数量チェック、当⽉にペ
アで算定されるべき診療⾏為のチェックが可能なこと。

(188) 退院した患者は患者番号を指定する事により、随時レセプトが発⾏可能なこと。
(189) リハビリの実施⽇数を⾃動的に印刷出来ること。
(190) ⼿術、処置などはコメントを⼊⼒しなくとも診療⽇を印刷出来ること。
(191) 診療⾏為と病名の関係についてメーカー提供のＤＢによるチェックが可能である
こと。
(192) ＤＢによるチェックは、会計時と⽉単位の⼀括処理に対応していること。
(193) ⽇々の⼊⼒においてレセプト電算提出データの⾃動作成が可能であり、⽉末⽉初
の提出データ作成処理を必要としないこと。
(194) レセプト電算提出データを⾃動作成した場合のエラー内容を管理する画⾯を有す
ること。
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(195) レセプト電算ファイルの作成で、未編集及び修正を加えたレセプトのみを編集す
る機能を有すること。
(196) 審査⽀払機関側での受付チェックと同等のチェックを⾏う機能を有すること。
(197) 症状詳記登録において、「治験に係る治験概要」「疾患別リハビリテーションに
かかわる治療継続の理由等」の登録が⾏えること。
(198) レセプト電算ファイル作成時に、患者病名に「未コード化傷病名」が記録された
割合を画⾯表⽰できること。
(199) 提出⽤のレセプト電算媒体からレセプト印刷が可能であること。
(200) IP-VPN、またはインターネットを利⽤したレセプトオンライン請求が可能であ
ること。
(201) レセプトオンライン請求時、返戻データの取り込みが可能であること。また、返
戻理由等の詳細を医事システム上で確認できること。
(202) 返戻レセプト分のみのレセプト電算ファイルの編集が可能であること。
(203) レセプトオンライン請求システムの「送信データ集計表」に準拠した帳票を印刷
可能なこと。
（総括表業務）
(204) レセプト印刷されたデータをもとに指定された様式で、診療報酬請求書（総括
表）が印刷可能なこと。
(205) 患者別の診療報酬点数が確認修正が可能なこと。
(206) 返戻・保留などの管理が出来ること。
(207) 総括表で出⼒されるデータがＥＸＣＥＬ、⼜はテキストデータで出⼒可能である
（DPC請求）
(208) DPC包括評価制度に対応した、レセプト請求ができること。
(209) DPC包括評価制度に対応した、退院請求・⼊院定期請求を⾏う機能を有するこ
(210)
(211)
(212)
(213)

と。
DPCレセプトの様式で画⾯上レセプト表⽰ができること。
提出⽤の、様式１、様式４、Ｅ／Ｆ、Dファイルが作成できること。
提出⽤ファイルに含む患者番号を変換して、匿名化できること。
DPC対象患者について、⼊院患者⼀覧、特定⼊院期間超過⼀覧、DPC⼊⼒状況
⼀覧を出⼒できること。

(214) ⽉またぎを含め、包括請求のＤＰＣ分類などの変更時、各⽉請求（患者請求とレ
セ請求）が⾃動的かつ簡単かつ正確にできること。
(215) ⽉またぎを含め、包括請求のＤＰＣ分類などの変更発⽣時に、差額の退院時精算
（患者精算とレセ精算）が⾃動的かつ簡単かつ正確にできること。
(216) ⽉またぎを含め、出来⾼と包括請求が混在している場合の請求処理（患者請求と
レセ請求の両⽅とも）が、⾃動的かつ簡単かつ正確にできること。
(217) ＤＰＣ分類変更による、⼊院起算⽇の変更処理が、⾃動的かつ簡単かつ正確にで
きること。
(218) DPC⽤の病名（主傷病名、⼊院契機傷病名、医療資源傷病名、第⼆医療資源傷
病名、⼊院時併存症名、⼊院後発症疾患名、副傷病名）が登録出来ること。
(219) DPCレセプト電算ファイルをもとに、DPCレセプト、コーディングデータを出
⼒できること。
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(220)
(221)
(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)

（未収⾦管理）
督促履歴、微収記録が登録できること。
督促状の送付先情報を3ヶ所以上登録できること。
督促状の印刷が可能なこと。
督促整理簿の印刷が可能なこと。
（予約）
予約枠毎に予約の可否を設定できること。
過去の予約データを表⽰できること。
予約票の印刷が可能なこと。
予約患者⼀覧表⽰が可能なこと。
予約患者の場合、受付時に予約時間が表⽰されること。
（患者管理業務）
⽒名カルテ情報、保険情報、来院情報、⼊院情報、病名情報、薬剤・⾏為情報な
どにより対象患者の検索及び、患者台帳の作成が出来ること。

(230)
(231)
(232)
(233)

⾏為・薬剤情報については回数、数量の範囲を指定可能であること。
患者台帳の印刷項⽬を選択可能であること。
未収⾦額の範囲指定、預かり⾦額の範囲指定が可能であること。
抽出した患者のデータをＤＭ（ダイレクトメール）や葉書の形式に印刷可能であ
ること。

（帳票作成）
(234) 分納領収書の印刷が可能なこと。
(235) ⽀払証明書の印刷が可能なこと。
（マスタ管理業務）
(236) 薬価改正毎に世代別に点数マスタ、セットマスタ、システムマスタを管理可能な
こと。また、世代数に制限が無いこと。
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)

点数マスタの印刷、病名マスタの印刷が可能であること。
セットマスタの登録が⾏えること。セットの複写機能も備えていること。
伝票マスタの登録が⾏えること。
レセプト電算に対応する標準提供点数マスタ、標準提供病名マスタを有するこ
と。
標準提供マスタより容易に抜き取りが可能であること。
包括⾏為に含まれる設定が可能であること。
（バックアップ業務）
バックアップ処理は診療⾏為⼊⼒中でも⾏えること。
バックアップ対象データを選択可能なこと。
⽉別に会計データをバックアップ可能なこと。
⽉次、⽇次ごとに退避する内容を設定でき、⽇々の退避時間を短縮することが可
能なこと。

(247) データを復元出来る機能を有すること。
（連携業務）
(248) 病歴管理システムに患者情報、⼊院情報、転棟・転科情報、退院情報等を引き渡
す機能を有すること。
(249) POSｼｽﾃﾑとの連携 （請求情報の引渡し、⼊⾦消込処理）機能を有すること。
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(250) 会計案内表⽰システムとの連携（ソケット通信を利⽤し受付番号を送る）機能を
有すること。
(251) 既存のオンライン資格確認等システムと連携して保険情報等の連携を⾏うこと。
（データ移⾏）
(252) 当院にて稼働中の医事会計システムから全てのデータを移⾏すること。
(253) データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
(254) 当院にて稼働中の医事会計システムからのデータ移⾏実績があること。
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１２．債権管理システム
（基本機能）
(1) 医事会計システムと連携し患者様の⼀部負担⾦を管理することが出来ること。
(2) 医事会計システムの各端末で計算された請求データが即時債権システムに引き渡
され収納窓⼝の端末に表⽰されること
(3) 収納窓⼝にて請求領収書の発⾏と⼊⾦消し込みが出来ること。
(4) 発⽣した請求データは医業収益・医業外収益など科⽬（款・項・⽬・節・細節）
単位で未収⾦を管理出来ること。
(5) 請求データの変更は増減処理により記録を残すことが出来ること。
(6) ⼊⾦データの変更は還付処理により記録を残すことが出来ること。
(7) 分割⼊⾦については回数、期間の制限なく複数回に分けての⼊⾦が可能であり、
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

同⽇であっても問題なく対応出来ること。
過去暦の照会が可能なこと。
医療費証明書の印刷が可能なこと。
（⽇次処理）
窓⼝⽇計表の印刷が可能なこと。
債権データ⼀覧表の印刷が可能なこと。
⼊⾦データ⼀覧表の印刷が可能なこと。
増減データ⼀覧表の印刷が可能なこと。
還付データ⼀覧表の印刷が可能なこと。
請求領収書の再発⾏が可能なこと。
当⽇分未収⾦リストの印刷が可能なこと。
⼊⾦チェックリスト・診療科毎の印刷が可能なこと。
請求書・郵振・診療台帳の印刷が可能なこと。
（⽉次処理）
外来扱いである施設⼊所者に対してまとめ請求という形で⽉⼀回の請求書発⾏が

出来ること。
(20) 医事会計システムから⼊院定期請求データを取り込み⼊院定期請求者⼀覧表、⼊
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

院定期請求書を⼀括で印刷出来ること。
収益明細書の印刷が可能なこと。
還付未整理⼀覧の印刷が可能なこと。
未収⾦⼀覧表（科別、地区別）の印刷が可能なこと。
未収⾦確認リスト（締め前確認）の印刷が可能なこと。
（年次処理）
個⼈別＜年度末＞未収⾦⼀覧の印刷が可能なこと。
個⼈別＜過年度＞未収⾦⼀覧の印刷が可能なこと。
（データ移⾏）
当院にて稼働中の医事会計システムから全てのデータを移⾏すること。
データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
当院にて稼働中の債権管理システムからのデータ移⾏実績があること。
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１３．看護勤務作成システム
（ソフトウェアの仕様）
利⽤者認証
(1) 利⽤者認証画⾯より、職員毎に利⽤者ＩＤ，パスワードを⼊⼒しログインできる
こと。
但し、以下のケースはログイン出来ないものとする。
・退職⽇以降 ・採⽤⽇以前 ・ログイン試⾏回数が規定値を超えた場合
(2) パスワードは、利⽤者が変更できること
(3) 初回ログイン時にパスワード変更を必須とすることが可能なこと
(4) パスワードを変更してから指定された期間経過した時にパスワードの変更を促す
ことが可能なこと
(5) パスワードの桁数を設定可能なこと
メインメニュー画⾯表⽰
(6) オプション機能利⽤権限により、メニュー画⾯表⽰内容が変更されること
(7) 利⽤者権限により、表⽰メニューが変更されること
(8) 施設名、ログインユーザ名を表⽰すること
(9) ログイン、ログアウト、終了機能を有すること
(10) 表⽰される機能ボタンは、配⾊および配置位置を設定可能なこと
勤務表表⽰
(11) 曜⽇により、画⾯表⽰⾊が変更となること。
⽉〜⽇、祝の背景⾊は変更できること
表⽰期間
(12) 勤務表表⽰時に、以下表⽰期間を切替できること
・1か⽉
・28⽇単位
(13) 前期間を5⽇間表⽰できること
ボタンで前後期間に移動が容易であること
表⽰職員
(14) 職員の部署異動歴を参照し、該当部署の所属期間を表⽰すること
(15) 職員の雇⽤歴を参照し、雇⽤期間のみ表⽰すること
(16)

兼務職員を表⽰すること
但し、表⽰期間は兼務期間のみとする。

(17) ⽒名表⽰欄に、以下表⽰切替が可能なこと
・⽒名のみ
・職位＋⽒名
・職種＋⽒名
・採⽤区分＋⽒名
表⽰単位
(18) 標準画⾯
縦：職員

30名

※但し予定モード時

横：⽇付

36⽇（前期間5⽇＋当⽉31⽇）

単位の1マス1勤務の勤務表を表⽰すること
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(19) 拡⼤画⾯
縦：職員

15名

横：⽇付

18⽇

※但し予定モード時

単位の1マス1勤務の勤務表を表⽰すること
(20) 表⽰サイズは利⽤者が任意に倍率を変更して拡⼤、縮⼩可能なこと
(21) 個⼈毎にカレンダー形式での画⾯表⽰が可能なこと
また先頭の曜⽇を⽉曜または⽇曜から選択可能なこと
⽇別回数
(22) 画⾯は、100種以上登録できること
(23) 集計項⽬は、勤務グループマスタより⾃由に選択できること
(24) 表⽰タイトルが設定できること
チーム別回数
(25) チームごとの回数集計ができること
(26) 職種ごとの回数集計ができること
(27) 登録した内容に従い、規定値を超える場合には⾊付け表⽰できること
⾏事予定
(28) 病院⾏事、部署⾏事を表⽰できること
(29) ⾏事予定を⾒ながら、勤務表⼊⼒が可能なこと
(30) 勤務表⼊⼒に従い、リアルタイムで集計できること
(31) 不要な場合には、⾮表⽰とできること
(32) 他部署からの応援者について応援時間に応じてどちらの部署へ集計するか設定可
能なこと
(33) 個⼈ごとに以下の集計を、リアルタイムで表⽰できること
集計表⽰
(33) 画⾯は、100種以上登録できること
(34) 集計項⽬は、以下より⾃由に選択できること

(35)
(36)
(37)
(37)
(38)
(38)
(39)
(40)
(41)

１．勤務回数
２．勤務時間
３．夜間時間
４．特定期間の特定勤務の累計（例：7⽉〜9⽉の夏休累計）
５．特定勤務の残数（例：週休残数）
６．勤務時間（４週前期／当期／次期）
７．勤務⽇数（４週前期／当期／次期）
８．所定時間
９．所定時間（４週前期／当期／次期）
１０．年間の年休累計
表⽰タイトルが設定できること
1週2休チェック
1週間ごとの休み回数を表⽰できること
登録した内容に従い、規定値を超える場合には⾊付け表⽰できること
個⼈別チェック
個⼈別に事前に条件登録した内容に従い、集計表⽰できること
登録した内容に従い、規定値を超える場合には⾊付け表⽰できること
年休
個⼈別に年休残⽇数、年休残時間を表⽰できること
週休調整
規定週休回数と、当⽉に取得した⽇数の差異が表⽰できること
前⽉までの規定週休回数との差異が表⽰できること
今⽉の週休調整数を⼊⼒できること
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(42) 修正後の週休残数を表⽰できること
業務集計
(43) 各業務を⼊⼒した回数を集計できること
勤務⼊⼒
(44) マウス操作で、勤務を⼊⼒できること
(45) キーボード操作で、勤務を⼊⼒できること
(46) 良く使⽤する勤務記号を、部署ごとに並び順表⽰できること
(47) 最後に⼊⼒した勤務記号箇所が、背景⾊変更されること
(48) 当⽉編集期間外は、⼊⼒できないこと
予定/実績編集機能
(49) ・予定編集モード：勤務予定の⼊⼒
・実績編集モード：上段に勤務予定、下段に勤務実績の⼊⼒
(50) 実績管理では、勤務予定と変更があった場合の勤務実績を別々に管理できること
(51) 勤務計画で作成された予定に対し、実際の勤務が異なった場合のみ実績を⼊⼒
し、実績が⼊⼒されていない場合は、予定と同じ勤務を⾏なったとみなすことが
⼊⼒モード変更機能
(52) ・⼊⼒モードは、通常/希望/命令/否定 の4種類
(53) ・希望、命令、否定⼊⼒は、勤務表2段⽬に表⽰できること
(54) ・希望理由、命令理由、否定理由を⼊⼒できること
勤務表コメント⼊⼒機能
(55) ・勤務表2段表⽰とし、コメント⼊⼒機能を有する
・コメントは、10⽂字まで⼊⼒できること
個⼈別⼊⼒機能
(56) ・カレンダー形式（6曜）で、個⼈別に勤務表を⼊⼒する機能を有する
・2段表⽰で下段にコメント⼊⼒表⽰機能を有する
チーム/並び順登録機能
(57) ・並び順は、画⾯⽤と印刷⽤の2種類の並び順を有する
・並び順は、部署毎/⽉毎により変更した内容を保持すること
勤務パターン⼊⼒機能
(58) ・連続した31⽇までのパターンを、100種程度登録できること
・選択したパターンを⼊⼒できる機能を有すること
業務種別⼊⼒機能
(59) ・業務種別（リーダー、オンコールなど）は、勤務記号とは別にマスタで登録で
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

きること
・業務登録を⾏った箇所は背景⾊を変更できること
UNDO/REDO機能
・勤務表⼊⼒内容を、UNDOを1,000回以上出来ること
コピー/切取、貼付機能
・勤務表に⼊⼒された内容をコピー・貼付が可能な機能を有していること。
スタッフ⾃ら、勤務表へ勤務希望を⼊⼒する機能を有する事
勤務表全体⼊⼒が出来ること
⼊⼒中に、他者の⼊⼒状況が参照できること
希望理由および⼊⼒モード（希望/否定）が選択できること
締切⽇以降は、⼊⼒不可となること
師⻑が設定した、最⼤⼊⼒回数を超えて⼊⼒できないこと
師⻑コメント⼊⼒機能
師⻑がコメントを⼊⼒し、スタッフに掲⽰できること
部署毎、⽉毎に勤務表画⾯上で希望⼊⼒最⼤回数を設定できること
スタッフの希望⼊⼒可否を勤務表画⾯上で設定できること
部署毎、⽉毎に希望⼊⼒締切⽇を設定できること
勤務条件として、以下が登録できること。
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(74)
(75)
(76)
(77)

・勤務⼈数設定
・勤務回数設定
・禁⽌パターン設定
・勤務間隔設定
勤務条件は、部署単位で登録可能なこと。
上記登録した勤務条件に従い、勤務表のエラーチェック機能を有すること。
責任者⾏事⼊⼒機能
⽇別に⾏事予定⼊⼒できること
定例会⾏事⼊⼒機能

※定例会は、開始〜終了⽇を持つこと。
部署別⾏事⼊⼒機能
(78) 勤務表へ⾏事予定を表⽰すること
(79) 部署の定例⾏事を⼊⼒できること
(80) 各⾏事に参加、出席メンバーの登録が可能なこと
(81) 各⾏事の参加、出席メンバーに勤務記号の設定が可能なこと
また、登録する勤務のモード（通常、命令など）の指定が可能なこと
(82) 代休管理機能では、以下情報を表⽰できること
・職員番号
・⽒名
・種別
・条件
・発⽣代休

⽇付、記号、勤務、取得状況、取得期限

・取得代休

記号、勤務、⽇付

・確認

(83) 種別では、以下を設定できること。
・コード
・名称
・優先順位
・取得期限

（前後）

・対象者（部署、職位、職種、採⽤区分）
・条件

(84) 条件では、以下設定できること。
・条件名
・取得種別

（通常、合算）

・⾃動紐付け

ＯＮ／ＯＦＦ

・代休発⽣条件
・代休取得条件
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(85) 代休発⽣条件として、以下設定できること
・名称
・対象勤務グループ
・対象曜⽇
・代休発⽣勤務時間

(86) 代休取得条件として、以下設定できること
・名称
・対象勤務グループ
・対象曜⽇
(87) 発⽣した代休に対して、
・代休取得する
・代休取得しない
が⼿動で選択⼊⼒できること。
(88) 確認処理ができること。
確認処理された代休取得⽇は、勤務実績が変更されていても代休取得⽇が変更さ
れないこと
(89) 代休関連チェック機能により、保存した勤務実績が変更されていないことを確認
できること。
(90) ⼊院基本加算届出添付書類様式9が、勤務実績から算出され出⼒できること。
(91) 会議時間など、⼊院基本料から控除する時間を勤務表へ⼊⼒できること。
(92) 会議時間などは複数指定（⼈、⽇）を⾏い⼀括登録可能なこと
(93) 会議時間などは⼀括登録の際に会議出席メンバーによる検索が可能なこと
(94) 時間管理ＯＰで⼊⼒した会議時間を、⼊院基本加算届出添付書類様式9から時間
控除できること
(95) 勤務記号マスタに登録されている申送り時間内に会議時間を指定されていた場
合、申し送り時間内の会議時間は控除されないこと
伝票管理⼀覧機能
(96) 勤務予定表、勤務実績表、時間外申請、個⼈情報登録申請など各種伝票種別を管
理できること
(97) 伝票を検索するために、伝票種別、申請状態、申請開始⽇〜終了⽇、部署で検索
できること。
(98) 申請状態は、伝票種別により可変なこと
(99) 検索結果は⼀覧表⽰でき、並び替え、フィルタリング、Ｅｘｃｅｌ出⼒機能を有
すること
(100) 詳細内容は、⼀覧画⾯より容易に確認できること。表⽰画⾯は伝票により切り替
え可能なこと。
回送情報表⽰機能
(101) 伝票区分、伝票番号、伝票内容および操作履歴が⼀画⾯に表⽰できること
(102) 操作履歴は、状態、操作、操作者、操作⽇が表⽰されること。
(103) 未来の操作予定は変更可能なこと。
その他伝票管理機能
(104) ⾃⾝が起票した伝票を⼀覧表⽰可能なこと
(105) ⾃分あての承認伝票を⼀覧表⽰でき、承認できること
(106) 代理承認可能なリストを⼀覧表⽰でき、代理承認できること
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(107) 帳票⼀括機能により、部署を複数選択することで以下帳票が⼀括で出⼒できるこ
と。出⼒条件は、⽇付、予定／実績が選択できること。
(108) ・勤務表（１段）
(109) ・勤務表（２段）
(110) ・コメント勤務表
(111) 固定勤務設定
(112) 個⼈毎に各曜⽇、平⽇、⼟⽇祝、⼟⽇、⽇祝、毎⽇の中から選択し勤務内容の設
(113)
(114)
(115)
(116)

定が可能なこと
教育受講予定者参照
勤務表作成画⾯から教育受講予定者の確認が可能なこと
勤務表印刷の際にログイン者の⽒名を⾃動で印字可能なこと
勤務表印刷の際に縦横集計の集計結果がゼロの場合に印字するか否かを設定可能

なこと
(117) 勤務表印刷の際に総夜勤時間、平均夜勤時間の出⼒が可能なこと
また、集計に含める職種、職位の指定が可能なこと
(118) 勤務表印刷の際に⼊⼒モード（希望、命令、否定）の情報が出⼒可能なこと
(119) 勤務表印刷の際に時間休で登録した時間を対象⽇の記号周辺に出⼒可能なこと
(120) 勤務表印刷の際に業務選択（リーダー、オンコールなど）で登録した情報が対象
⽇の記号周辺に出⼒可能なこと
⾃動作成機能
(121) マスタの設定に基づいて遺伝的アルゴリズムにより勤務表を作成する機能を有す
ること。
※以下、本機能を⾃動勤務割作成と呼ぶ。
⾃動勤務割作成、置き換え設定などを登録し、スケジュールを作成できること
⾃動勤務割作成を、ステップ実⾏できること
作成結果は、10種類まで別勤務表として保存できること
勤務表の修正結果から⾃動勤務割作成できること
期間を選択し、⾃動勤務割作成が実⾏できること
⾃動勤務割作成実⾏後、⼿動で勤務表を修正することが可能なこと。
⾃動勤務割作成の対象となる勤務記号を、5種以上登録できること。
対象のメンバを設定できること
他部署の設定をコピーすることが可能なこと

(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131) 対象勤務記号を、以下条件に従い、別の勤務記号へ置き換えできること
・変更前

前２⽇、後８⽇、計１０⽇の勤務パターン

・変更後

前２⽇、後８⽇、計１０⽇の勤務パターン

・対象メンバ
・対象の曜⽇
職員管理機能
(132) 看護職員の個⼈基本情報として以下の情報を登録・変更・修正・参照できるこ
と。
・職員番号
・姓名/ミドルネーム
・同姓同名時の識別マーク
・カナ⽒名
・⽣年⽉⽇
・性別
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・⾎液型
・現住所
・電話番号/携帯番号1/携帯番号2
・顔写真
・緊急時連絡先（⽒名・カナ⽒名・続柄・住所・電話番号・携帯番号）
・婚姻状況
・本籍
・通勤⽅法
・通勤時間
・E-mail(２種）
・予備項⽬（12種）
(133) 看護職員の履歴情報として以下の情報を登録・変更・修正・参照できること。
・職員番号
・利⽤者番号
・⽒名
・雇⽤歴 （採⽤⽇、採⽤理由、退職⽇などを保有）
・部署異動歴
・職位異動歴
・担当科異動歴
・採⽤区分異動歴
・兼務部署歴
・年休歴
・家族情報
・研修歴
・学歴
・免許資格歴
・委員会歴
・職歴
・賞罰歴
・休暇歴
・研究発表歴
・施設内活動歴
・施設外活動歴
・分娩介助歴
・妊婦健康診査歴
・褥婦の健康診査歴
・新⽣児の健康診査歴
(134) 上記項⽬は、以下内容を⼊⼒できること。表⽰、⾮表⽰やタイトルは、設定可変
できること。

(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)

・⽇付項⽬

６項⽬

・選択項⽬

６項⽬

・⽂字項⽬

６項⽬

ログインスタッフ⾃⾝のプロフィールを参照/編集できること
編集可能な範囲は、権限により設定できること
スタッフが変更した場合には、確認通知を発⾏すること
更新時に⼊⼒内容のエラーチェックを⾏い、ユーザ操作誤りを予防すること
エラー内容を⾒ながら修正操作が可能なこと
以下の条件を指定して職員検索できる機能を有すること。
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・職員番号、カナ姓、カナ名、権限、部署、職位、職種、年齢、勤続年数、性
別、結婚有無、顔写真有無
(141) 部署、職位、職種は、基準⽇検索できること
(142) 年齢、勤続年数は、起算⽇検索できること
(143) 勤続年数は、以下保有すること
・当院経験年数
(144) ・看護師免許取得後年数
・実務経験年数
(145) 履歴条件を指定して、職員検索できる機能を有すること。
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)

検索項⽬は、上記１−２で指定した内容を全て指定できること。
検索結果は、権限範囲に従うこと
検索結果は、⼀覧表⽰できること。
⼀覧画⾯の各項⽬毎に、フィルタリング機能を有すること
⼀覧画⾯の内容を、CSV形式で出⼒することができること
検索パターンを、職員ごとに保存でき、かつ呼び出して使⽤できること
以下検索を⽤意に実施できること
・部⾨検索

・採⽤区分検索
(152) 所定のCSVファイルに従い、⼀括登録機能を有すること
職員の基本情報（職員番号、⽒名、カナ⽒名、部署、職位、職種、採⽤区分、採
各種履歴情報（職員番号歴、⽒名歴、職位歴、職種歴、学歴など）
(153) ⼀括登録⽤のCSVファイル作成⽤に、表計算ソフト（EXCEL)で編集⽤機能を有
すること。
(154) 登録前のエラーチェック機能を有すること
(155) 上記職員情報は、出⼒機能を有し、再度取込可能な形式で職員情報を出⼒できる
職員⼀覧
(156) 部署毎に所属する職員⽒名の⼀覧が表⽰されること
(157) 表⽰する所属部署を選択することができること
(158) 表⽰する職員⽒名の右横に表⽰する内容を下記より選択することができること
・職種
・職位
・採⽤区分
・年齢
・当院経験年数
・実務経験年数
・部署所属年⽉
・ラダーレベル
(159) 職員の情報表⽰の基準⽇を選べること
(160) 職員をドラッグアンドドロップすることで職員を他部署に移動させることができ
配置シミュレーション分布表⽰機能
(161) シュミレーションした配置状況により、下記分布（⼈数、棒グラフ）が表⽰でき
ること
・年齢
・当院経験年数
・実務経験年数
・部署所属年⽉
・ラダーレベル毎の⼈数
サマリ出⼒

8

看護勤務作成システム

(162) シュミレーションした配置状況により、下記サマリが表計算ソフトで表⽰される
こと
表⽰内容：各部署毎に下記が表⽰されること
・年齢毎の⼈数
・当院経験年数毎の⼈数
・実務経験年数毎の⼈数
・所属年⽉毎の⼈数
・ラダーレベル毎の⼈数
配置表出⼒
(163) シュミレーションした配置状況により、配置表が印刷できること
(164) シュミレーション内容を保存することができ、呼び出すことができること
また、保存した内容を破棄することができること
帳票出⼒
(165) 以下の帳票が出⼒可能なこと。
勤務計画表（1段）
勤務計画表（2段）
勤務実績表（1段）
予定実績⼀覧表（2段）
指定休勤務表
コメント勤務表
勤務割個⼈表（個⼈）
勤務割個⼈表（全員）
週間勤務計画表
業務分担表
勤務回数表
連休回数表
年休消化回数表
部署別年休消化回数表
⼊院基本料 様式９（表紙）
⼊院基本料 様式９（計画表）
⼊院基本料 様式８（要員名簿）
⼊院基本料 様式９部署毎統計
⼊院基本料 様式９時間控除明細表
⼊院基本料 様式９時間控除集計表
個⼈管理台帳（単票）
看護部配置表
病気休暇⼀覧表
平均年齢表
職員⽒名⼀覧表
以下のデータがCSVで出⼒可能なこと。
勤務データCSV（⽉別）
代休取得状況⼀覧CSV
(166) 当院にて稼働中の看護勤務作成システムから全てのデータを移⾏すること。
(167) データ移⾏の際は、再利⽤可能な互換性のあるデータとして移⾏すること。
(168) 当院にて稼働中の看護勤務作成システムからのデータ移⾏実績があること。
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１４．処⽅チェックシステム
処⽅チェック機能（全体）
(1) 処⽅情報を画⾯上に表⽰し、処⽅のチェックを実施できること。
(2) 処⽅チェックはサーバに登録された各種情報をもとに処⽅オーダ、注射オーダ
データを含め以下の項⽬でチェックができること。
(3) 薬品重複、薬効重複、成分重複、系統重複チェックは、チェック条件として重複
許容⽇数を指定できること。また、結果は警告／エラーの選択ができること。
(4) ⻑期投与チェックは、投与期間に上限が設けられている医薬品（厚⽣労働省告⽰
第９７号）のチェックができること。また、結果は警告／エラーの選択ができる
こと。
(5) 配合変化チェックは、医療⽤医薬品の添付⽂書に記載されている配合変化の情報
を元にチェックができること。チェック結果には、配合薬剤、総合判定、外観変
化有り、試験⽅法、配合⽅法、参考⽂献等を表⽰できること。チェック条件とし
て、配合不可、配合注意（２段階）、チェック⽅向区分の指定ができること。
(6) 相互作⽤チェックは、医療⽤医薬品の添付⽂書に記載されている相互作⽤の情報
を元にチェックができること。チェック結果は併⽤薬剤名、指⽰、臨床症状、作
⽤機序等を表⽰できること。チェック条件として、重複許容⽇数、レベル（４段
階）、チェック⽅向区分の指定ができること。
(7) ⽤法⽤量チェックは、医療⽤医薬品の添付⽂書に記載されている⽤法・⽤量の情
報を元に、適正な投与量（上限・下限）などのチェックができること。チェック
条件として、重複許容⽇数、許容誤差率、１⽇最⼤量・通常量・通常最⼩量・最
⼩量、１回最⼤量・通常量・通常最⼩量・最⼩量の指定ができること。適宜増減
のある医薬品に 関しては、適宜増減⽤の増減率を設定できること。また、結果
はそれぞれ警告／エラーの選択ができること。
(8) 登録された患者状態を利⽤して以下の項⽬のチェックができること。
(9) 投与年齢チェックは、年齢において注意情報記載のある薬品に対してチェックが
できること。
(10) 妊娠・授乳婦チェックは、妊娠・授乳婦において、注意情報の記載がある薬品に
対してチェックができること。また、⽶国ＦＤＡ基準、オーストラリアＡＤＥＣ
基準を保持していること。
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(11) 病態‐医薬品投与チェックは、患者に登録されている病名に対して、処⽅された
薬品が禁忌かチェックできること。
(12) 適応病名チェックは、処⽅された薬品が患者に登録されいている病名に適応があ
るかチェックできること。
(13) 医薬品アレルギーチェックは、患者の持つアレルギー医薬品と処⽅された薬品を
チェックできること。
(14) その他アレルギーチェックは、患者の持つアレルギー飲⾷物、添加物と処⽅され
た薬品をチェックできること。
(15) 処置⾏為チェックは、透析・アフェレーシス・放射線治療・紫外線治療等を受け
ている患者に対して、処⽅された薬品が問題ないかチェックできること。
(16) 術前術後チェックは、⼿術⽇に対して、処⽅されて問題のない薬品かチェックで
きること。
(17) 処⽅チェックによるワーニング情報は、画⾯とプリントアウトにより確認できる
こと。
(18) チェック項⽬は全てパラメータ化され、必要なチェック項⽬にチェックを⼊れる
だけで処⽅チェックができること。
(19) 処⽅・注射チェックは、以下の条件でチェックする、しないを設定できること。
病棟、診療科、患者、医師、伝票区分、危険薬区分、薬効区分、成分区分、薬品
区分、薬品、薬品組み合わせ、他処⽅条件等
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１５．栄養管理システム
(共通・マスター管理）
(1) 処理データの保存期間は制限がない事。
(2) ログインユーザ毎に、初期メニューの設定が可能な事。
(3) 全てのマスタに関して、業務上必要⼗分な件数の登録が可能であり、件数制限
を設けない事。
(4) 全てのマスタに関して、ユーザーでの登録・修正・削除が可能な事。
(5) ⾷種コードからの⾃動⼊⼒項⽬（主⾷・コメント等）の設定や、⼊⼒禁忌の設
定がマスターによって可能な事。
(6) 各種マスタ⼀覧については、画⾯表⽰及び帳票出⼒が可能な事。
(7) 栄養管理室内システム間で関連するマスタについては内容がリンクしており、
容易にデータの登録・修正・削除（但し、要チェック機能・確認機能）が可能
な事。
（⾷材管理）
(8) 標準の⾷品マスタ（最新の⽇本⾷品標準成分表の提供が可能な事）に対する内
容の補⾜、修正、追加、削除が可能な事。
(9) 材料管理業務で出⼒される全帳票については、指定書式に変更可能な事。
(10) ユーザー追加登録⾷品数に制限がない事
(11) 既存の⾷品マスタを複写してのマスタ登録が可能な事。
(12) 栄養素量の登録において調整機能を有している事。
例)1カップ 60gのゼリー登録の場合
60g当たりの栄養量を登録し100g当たりに⾃動換算可能。
(13) 加⼯⾷品の登録が可能な事
(14) 加⼯⾷品の使⽤(内訳)⾷材を登録可能であり、使⽤(内訳)⾷材の使⽤量・栄養素
量の集計が可能な事
(15) ⽇本⾷品標準成分表成分表に含まれていない治療⽤特殊⾷品・加⼯⾷品成分値
を収載していること(600種類以上)
(16) ⽇本⾷品標準成分表成分表に含まれていない加⼯⾷材を代⾏登録すること(50種)
※新規導⼊の場合
（発注管理）
(17) 発注業者の情報登録・変更、および登録業者⼀覧表の作成が可能な事。
(18) 発注量計算⽤の⾷数を⽇別・⾷種別・朝昼⼣別に予定⼈数として登録が可能な
事。
(19) 予備⾷数を事前に設定し、集計が可能な事。
(20) 期間指定で、⾷種別／朝昼⼣毎の予定⼈数の修正が可能な事。
(21) 即⽇消費⾷品の⾷品毎の発注量を算定し、期間別、業者別に発注データを作成
在庫⾷品の場合は、画⾯上で追加登録可能な事。
(22) 期間指定(半⽉⼜は1ヶ⽉毎など)の設定が可能な事。
(23) ⼀般⾷、特別⾷等ごとに⾷品発注量を調整可能な事。
(24) ⾷品名、規格、単価、発注量の追加・変更・削除等が簡単に可能な事。
(25) 調整された最終的な発注データをもとに発注書作成が可能な事。
1
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(26) 発注書の印刷は、発注⽇・仕⼊⽇・業者などを指定しての印刷や、発注量調整
画⾯より直接印刷可能な事。
(27) 検収記録簿の出⼒が可能な事。発注書同様発注⽇・仕⼊⽇・業者などを指定し
て印刷可能な事。
(28) 検収記録簿は、発注⾷品・変更⾷品の⾷品名と数量が明⽰され、業者毎の出⼒
が可能な事。
(29) 実際に納品された内容が発注データと異なった場合や、時価の⾷品の単価等が
登録可能な事。
(30) 在庫⾷品の⼊庫、払出情報が⽉単位で表⽰され、微調整、⽉末在庫量調整が可
能な事。また、在庫⼀覧表が作成可能な事。
(31) 在庫⾷品を施設区分別に、任意の区分毎に倉庫を分けて管理が可能な事。(例：
「患者」「職員」)
(32) 発注データ作成処理、納品登録処理により作成された在庫⾷品に関するデータ
を在庫マスターに登録可能な事。
(33) 「献⽴情報登録」「対象者情報登録」「発注･仕⼊情報登録」各画⾯が同時に編

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

集可能な事。
（献⽴管理）
最新の⾷品成分表が登録されており、追加・変更が可能な事。
当院（施設）の規格（⿂・⾁の切り⾝）が登録可能な事。
基本・予定・実施献⽴の登録が可能な事。
上記の献⽴の内容を⾷品・料理・⽇単位で追加、変更、削除が簡単にできる
実施献⽴から抽出した予定献⽴作成が可能な事。抽出する場合は、⾷種・⽇

時・⾷事区分（朝昼⼣）にて選択が可能な事。
(39) 予定献⽴作成時に⾷品及び料理の追加・修正・削除・複写が可能な事。 また、
それらの操作が簡便である事。
(40) 予定献⽴作成時の⾷材検索は⾷材名、フリガナのいずれの検索も可能な事。ま
た、部分⼀致、先頭⼀致検索など任意での検索が可能な事。
(41) 予定献⽴作成時に⾷品栄養価・⾷品群別構成量の表⽰が可能な事。
(42) 予定献⽴作成時に調理マスタを登録しなくても、提供⽇付の献⽴をすぐに登録
できる事。
(43) 1週間⼜は７⾷種の献⽴内容（献⽴名・調理名・使⽤量）を１画⾯で確認できる
(44) 基本・予定・実施献⽴の価格・栄養量が１料理・１⾷・１⽇・１⽉単位で算出
可能な事。
(45) 基本・予定・実施献⽴の内容を１料理・１⾷・１⽇単位で簡単に複写・追加・
置換登録及び削除が可能な事。
ドラッグ＆ドロップによる献⽴、調理の⼊替が⾏える事。
1画⾯で1⽇分の献⽴確認、編集が⾏える事。
各種献⽴の⾷品データを⼀括して修正可能な事。
⾷種別荷重平均栄養量の作成が可能な事。
献⽴⼀括変換が可能な事。

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51) 選択⾷に対応可能な事。選択⾷配布献⽴は、⾒やすく現⾏の様式に近いもので
ある事。
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(52) その他、以下の帳票作成が可能な事。
・献⽴⼀覧表
・基本・予定・実施・調理師⽤・週間予定献⽴表
・病棟配布⽤献⽴表
・検⾷簿
・献⽴、⾷品マスター

⼀覧表

・⾷材別仕込表
・調理別指⽰書：印刷時に表⽰⾷種を任意に指定できる事。
・主⾷盛付表
・ドリンク集計表
(53) 献⽴管理業務で出⼒される全帳票について、指定書式に変更可能な事。
(54) 既に登録してある実施献⽴データに対し、特定の料理の追加・修正・削除が可
能な事。
(55) 基本献⽴、実施献⽴内容を１サイクル（または⽇付）、１⾷種単位で複写及び
削除を⾏える事。
(56) アレルギー対応などへの個⼈献⽴の追加・変更が可能な事。また、個⼈献⽴メ
ニュー表の出⼒が可能な事。
(57) アレルギー対象者において、対象者個⼈単位での献⽴管理ができ、退院後も作
成した献⽴が⼀切削除されない事。
(58) 栄養業務⽇誌に献⽴名が印字可能な事。また、指定書式に対応可能な事。
(59) 献⽴作成中に、別画⾯で⾷品マスター登録が可能な事。
(60) ⽇本⼈の⾷事摂取基準 最新版に対応している事。
(61) 料理マスタにおける参考料理を600種類以上搭載している事。
(62) 使⽤材料、調理の重複をチェックできる事。
(63) 料理マスタ、⾷品マスタ内の⾷材名⼀括変更が可能な事。
(64) 「献⽴情報登録」「対象者情報登録」「発注･仕⼊情報登録」各画⾯が同時に編
集可能な事。
（対象者管理）
(65) 対象者検索が容易な事。(50⾳パレットを有し、フリガナ検索の際にマウスのみ
での検索が可能など)
(66) 対象者個⼈の⾷事箋情報は１画⾯で⼊⼒・照会が可能な事。
(67) ⾷事履歴は3時期（朝・昼・⼣）に対応できる事。
(68) 対象者個⼈の⾷事履歴を時系列に⼀覧表⽰可能な事。
尚、複数履歴が存在する場合は、最終の⾷事履歴から画⾯表⽰する事。
(69) ⾷事箋⼊⼒において、⾷種内容の組み合わせでの基本パターンについては、⾷
種⼊⼒のみで主⾷・付加⾷・その他等の⼀括⼊⼒が可能な事。
(70) ⾷事箋⼊⼒において、検査絶⾷や外泊等の期間が明確な場合は、再度前⾷の⼊
⼒をせずとも、前⾷が継続される事。
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(71) また、⾷事変更時には、特別指⽰コメントや禁⽌事項コメントは⾷種に依らず
継続される事。
情報登録（確定）時に、確認メッセージが出⼒される事。
(72) ⾷事箋⼊⼒では、カレンダー機能を有しており、朝昼⼣別に⼊⼒・変更が簡単
にできる事。
(73) ⾷事箋⼊⼒では、下記に挙げるようなチェック機能を有する事。
・必須⼊⼒チェック・⾷事⽇付チェック
(74) ⾷事箋情報は、データの削除を⾏う事なく、全て保存可能な事(※物理記憶装置
の容量を超えては不可)。但し、データ量が増加しても、⼊⼒業務・帳票作成業
務・各種処理において、レスポンスが著しく悪化しない事。
(75) ⽋⾷・外泊等の情報は⼀連の⼊⼒を簡易にできる様に配慮する事。
(76) ⽋⾷・外泊等の情報と⾷事箋情報から、⾷数情報を画⾯照会⼜は印刷可能な
事。
(77) 術後⾷など計画⾷事の⼀括⼊⼒機能を有している事。
(78) セット⾷等の分粥の上がりパターン（２⽇・３⽇上がり）の⼊⼒が可能な事。
(79) ⾷種別の主⾷の種類（⽶飯・粥・パン・麺類・その他）と主⾷量をカレンダ登
録しておく事により、主⾷集計表または主⾷払出集計表出⼒時に反映された帳
票が作成可能な事。
(80) また、それらの主⾷の種類・主⾷量は任意に登録可能な事。
(81) 外来・通所のパターンの⼊⼒が可能な事。
(82) ⾷札は、印刷の際に対象者を特定の条件で絞り込んでの⼀括印刷や、対象者⼀
覧より個⼈を指定しての印刷など、対象者の指定が容易な事。
(83) ⾷札は、使⽤する⽤紙のサイズ、⾷札１枚のサイズ、印字内容・印字位置、カ
ラー印刷、フォントなど指定書式に変更可能な事。
(84) ⾷札は、⾷種により管理でき、病棟、⽒名、⾷種、コメント、特記事項が記載
され、変更のあった患者と指定患者分の双⽅が作成可能な事。
(85) ⾷事区分毎に⾷種指定が可能な事。例えば、朝⾷→濃厚流動⾷、昼⾷→⽋⾷、
⼣⾷→ゼリー⾷などの登録が可能な事。（左記の場合、昼⾷の⾷札は出⼒され
ない）
(86) ⽇付・⾷事区分等の指定により、患者の⾷事情報（⾷種・主⾷・コメント）の
⼀覧表⽰が可能な事。
(87) 指定⽇付時点の対象者⾷事情報の照会が可能な事。
(88) 任意条件による対象者⾷事情報の検索が可能な事。
(89) 任意条件による対象者検索・集計が可能な事。（病棟、⾷種、副⾷、特別指⽰
等）
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(90) 以下の帳票作成及び画⾯表⽰が可能な事。
期間指定で作成可能な事。また、枚数を極⼒少なくする⽅向で帳票設計を⾏う
事。
・⾷数表（⽇別・⾷事区分別・病棟別）（⽇次、⽉次）
・誕⽣⽇⼀覧（期間指定・⽉指定）
・個⼈別給⾷台帳（患者⾷歴台帳）
・対象者情報⼀覧
・⾷事変更対象者⼀覧表
・常⾷患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量表
・配膳表
・副⾷集計表
(91) コメント集計表は、品⽬別集計と⽇次集計でそれぞれ画⾯照会、印刷が可能な
事。
(92) 献⽴上の禁⽌コメント対象者が何名いるか表⽰できる事。
また、表⽰対象となるコメントの選択が可能な事。
(93) ⾷数管理業務で出⼒される全帳票については、指定書式に変更可能な事。
(94) 指定された⽇付、⾷事区分の⾷数表を出⼒可能な事。
(95) コメント⼊⼒及び選択⾷表⽰の対応が可能な事。
(96) 対象者別に⽬標栄養量を履歴化し、指定した⽇付の⼊院･⼊所者を対象に⼀覧を
作成できること。
(97) 「献⽴情報登録」「対象者情報登録」「発注･仕⼊情報登録」各画⾯が同時に編
集可能な事。
（栄養管理計画書・栄養ケアマネジメント）
(98) １つのシステム内で対象者管理と連動して対象者基本属性データ及び⾷事情報
(栄養量含む)を取得出来る事。
(99) 給⾷管理と栄養ケア（栄養管理計画）の台帳が統合しており、シームレスな管
理が可能な事。
(100) 厚⽣労働省の様式例に準じたものを収載している事。
(101) スクリーニング〜栄養管理計画書作成は⼀連の流れとして作成、確認できる
事。
(102)
(103)
(104)
(105)

スクリーニング項⽬及びリスクの範囲を⾃由設定できる事。
BMI、体重減少率は⾃動計算される事。
⾃動リスク判定機能がある事。
必要栄養量の計算は、複数計算式でのシミュレーションに対応しており、スト

レス係数・活動係数が個別に指定できる事。
(106) ⾷種毎の平均的な栄養価ではなく、個別に設定している主⾷ドリンク付加⾷、
禁⽌・嗜好・アレルギーに対する個⼈対応献⽴を反映させた提供栄養量の把握
が⾏える事。
(107) 喫⾷率の登録が⾏え、かつ喫⾷率を加味した摂取栄養量の把握が⾏える事。
(108) 総合的な評価、判定の記載時に、問題点の抽出機能を備えている事。
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(109) モニタリング⽇・再スクリーニング⽇・カンファレンス⽇の次回予定⽇を指定
できる事。
(110) 前回の⼊⼒内容がコピーできる事。
(111) ⼊⼒は、直接・リスト選択が可能な事。
(112) リストの追加及び削除ができる事。
(113) リストについては、栄養管理上適切な⽂章で初期登録されている事。
(114) カレンダー形式でのスケジュール管理が⾏える事。
(115) スケジュール管理において、他の⽇付への変更・調整も⾏える事。
(116) 担当者別に⾃動的にスケジュール管理ができる事。
(117) スクリーニング・アセスメント・カンファレンス等、内容毎にスケジュール画
⾯の切替が⾏える事。
(118) スケジュール管理において、栄養ケア関連以外の栄養部⾨のスケジュールも合
わせて管理が⾏える事。
(119) ⾝⻑・体重が⼀括登録できる事。
(120) 体重の記録⽤紙の印刷が⾏える事。
(121) 前回からの体重増減、BMI等を集計した⼀覧表の印刷が⾏える事。
(122) 過去の体重値を⼀覧で確認が⾏える事。
(123) 例えば”計画⼊⼒時にアセスメント・経過・カンファレンスなど”複数画⾯が表⽰
でき、どの画⾯においても追記・変更・コピー＆ペーストに対応可能な事。
(124) 次の帳票出⼒が可能であり、⼀部様式は対象者別に複数様式から選択し記録が
⾏える事。
・スクリーニング様式
・スクリーニング･アセスメント･モニタリング様式
・アセスメント様式
・アセスメント･モニタリング様式
・栄養管理計画書・栄養ケア計画書
・ケア経過記録
・モニタリング様式
・カンファレンス様式
・経⼝移⾏･維持計画書
・検査データのグラフ（6回・12回分印刷）
・リスク別対象者⼀覧表
・対象者別経過・予定⼀覧表
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)

・フロアー別予定⼀覧表
科学的介護情報システム(LIFE)への必要情報書出し対応が可能な事。
（栄養指導）
栄養指導業務の栄養価算出は⾷品、料理、⼀⾷、⼀⽇ごとに算出可能な事。
⾷品コードと可⾷量から栄養価の計算及び表⽰が可能な事。
栄養価の算出は糖尿病・糖尿病性腎症・腎臓病⾷の⾷品交換表・最新の⽇本⾷
品標準成分表の両⽅で可能な事。
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(130) 栄養指導対象者の個⼈データが⼊⼒でき、栄養指導後、対象者の理解度判定、
⽇常の過不⾜資料の作成が可能な事。
(131) ⼊院患者の喫⾷（外泊献⽴・計画献⽴）量⼊⼒により、栄養価計算ができ、必
要に応じて統計・集計された患者指導の資料、報告書が作成可能な事。また、
種々のグラフ表⽰が可能な事。
(132) また、種々のグラフ表⽰が可能な事。
(133) 栄養指導の内容に応じた献⽴表が作成可能な事。
(134) 実施献⽴表より栄養価（アミノ酸・脂肪酸・炭⽔化物/有機酸）を計算し表⽰可
能な事。
(135) 栄養指導の内容が登録可能な事。登録⼈数に制限は無い事。
(136) 栄養指導記録が作成可能な事。
(137) 栄養⾷事指導歴が検索可能な事。
(138) 栄養指導の⽉間件数⼀覧が作成可能な事。
(139) 次の帳票出⼒が可能な事。
・栄養価算定表
・栄養指導報告書
・⾷事結果表
・栄養指導⽤献⽴表（献⽴の糖尿病表区分・糖尿病性腎症表区分・腎臓病表区
分の単位量計算⼀覧表）
（統計管理）
(140) ⾷品群別荷重平均成分登録・変更が可能な事。
(141) 期間指定で、⾷種毎の栄養出納表が作成可能な事。
(142) 以下の統計帳票が作成可能な事。
・常⾷患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量表
・栄養⽇報・栄養⽉報
・患者（個⼈）給⾷台帳
・⾷品量表及び栄養出納表
・常⾷年齢構成表
・栄養状況報告書作成

※熊本県様式

・給⾷⾷数⽇計表
・患者給⾷台帳
・給⾷⾷品⽇計表
(143) 保健所へ提出する給⾷施設報告書の項⽬が、運⽤内容と連動している事。
（帳票作成）
(144) 出⼒範囲については、帳票⽬的に沿った選択が可能な事。
(145) プレビュー機能を有し、印刷・画⾯表⽰の選択が可能な事。
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(146) 印刷帳票パターン設定可能とし、⼀括で印刷可能な事。また、パターンは複数
設定可能な事。
例）指⽰書⼀括印刷パターン
配膳帳票⼀括印刷パターン
(147) 指定の⽤紙サイズで出⼒可能な事。また、以降も設定を引き継ぐことが可能な
事。
（複合施設管理）
(148) １システムにて複合施設(１病院、１施設)管理が可能な事。
(149) 「献⽴管理」「発注/仕⼊管理」「対象者管理」「統計管理」の各機能について
は、
複合施設管理に対応可能であり、システムからの出⼒帳票は施設別に印刷が可
(150) ⾷品マスタにおいて、発注情報(業者、発注単位、⼊数、最低発注量)登録は施設
別に管理が可能な事。
(151) 発注業務における⼀連の作業は、施設別に作業可能な事。
(152) 予定献⽴展開表⽰の際には、全施設・施設別に表⽰を切替え可能な事。
(153) 対象者検索の際は、全施設・施設別対象者の確認が切替可能な事。
(154) 統計管理における全ての集計は施設別に可能な事。
（電⼦カルテシステム連携）
(155) ⾷事オーダ情報を整合性の保たれたデータとして情報連携可能な事。
(156)

電⼦カルテシステムで⼊⼒された対象者属性情報から、栄養システムで必要な
情報の⾃動取り込みが可能な事。（ＩＤ番号・⽒名・⽣年⽉⽇・性別・全病
名・主治医・⼊退院・転棟情報・外泊外出等）

(157) また、任意の取り込みが可能な事。
(158) 電⼦カルテシステムから⼊院・転科・転棟・転室・転床・退院・外泊・外室情
報が受信可能な事。
(159) 電⼦カルテシステム→栄養管理システムへの⾷事箋オーダ情報の連携は、情報
読み込み・確認・⾷札印刷・確定の各操作が簡便である事。
(160) 電⼦カルテシステム連携時、⼊院患者の⾷事運⽤を円滑に⾏うために、予定⼊
院時に仮⾷事オーダーが出され、患者が病棟に到着した時点で本オーダーとな
る様なオーダー形態に対応できる事。
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(161) ⾷事箋情報として、下記の情報の⼊⼒が可能な事。オーダシステム連携時にお
いては、下記の情報をオーダシステムから取り込み可能な事。
・⾷事箋⽇付
・⾷事開始、終了、変更、絶⾷、⽋⾷、外泊開始・帰室情報
・⾷種（朝・昼・⼣）
・主⾷（朝・昼・⼣）及び主⾷量（朝・昼・⼣）
・ドリンク（朝・昼・⼣）
・選択⾷（朝・昼・⼣）
・特別⾷加算（朝・昼・⼣）
・⾷形態（朝・昼・⼣）
・指⽰コメント
・禁⽌事項コメント
・フリーコメント
・⼊院退院⽇付・病棟・病室
・転棟⽇付・病棟・病室
・病名

(162) オーダーを受け取った各種コメントが追加・変更・削除された場合において、
前回の⾷事提供内容との差分表⽰が可能な⾷事変更⼀覧表が印字できる事。
（データ移⾏）
(163) 既存システムから全てのマスターデータの移⾏が可能である事。（病院側の作
業は必要なく、完全な形で移⾏）
(164) 既存システムから献⽴情報の移⾏が可能である事。（病院側の作業は必要な
く、完全な形で移⾏）
(165) 既存システムから患者情報の移⾏が可能である事。（病院側の作業は必要な
く、完全な形で移⾏）
(166) 既存システムから患者⾷事履歴の移⾏が可能である事。（病院側の作業は必要
なく、完全な形で移⾏）
(167) 既存システムから患者毎の栄養管理計画関連データの移⾏が可能である事。
（病院の作業は必要なく、完全な形で移⾏）
(168) 現⾏システムとの操作性が⼤きく変更とならない事。
（保守）
(169) 障害発⽣時には迅速に対応できるサポート体制を実現する事。
※⼟⽇祝祭⽇および年末年始期間はサポート対応内容に制限有り。
※規定のサポート受付時間以外はメール・FAXにて受付け、翌営業時間より対応
開始。

9

栄養管理システム

(170) 障害・サポート対応として、リモートメンテナンス機能を有する事。
※リモートメンテナンス可能な環境であることが必須前提
(171) 保守および定期メンテナンスに関する体制・⼈員を提⽰する事。
(172) 年間に⾏われる定期メンテナンスの内容を提⽰し、実施する事。
(173) 管理栄養⼠によるサポートを受けられる事。
(174) ⽇常の院内バックアップとは別に、定期的にメーカー側でシステムデータの
バックアップを保管する事。(プライバシーマークを取得している事が必須)
(175) 栄養管理業務関連法規に係る改定事項については、保守内で対応する事。
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１６．健診システム
（契約管理）
(1) 契約情報（検査項⽬・料⾦・オプション検査など）の履歴管理が可能であり、
契約有効期限を期間指定（⽇単位）で管理できること。
(2) 契約情報ごとに年齢算出⽅法(年度末年齢、受診⽇年齢等)を設定できること
(3) 契約情報ごとに、予約・実施時の選択および削除可能なオプション検査を設定
(4)
(5)
(6)
(7)

できること。
契約情報ごとに結果画⾯・結果表の検査項⽬の並び順を設定できること。
契約情報ごとに必要準備物を設定できること。
検査中⽌時の減算⾦額が設定できること。
契約情報への料⾦設定は消費税込みとし、

請求時の内訳表⽰に対応できること、また、消費税率変更に対応できること。
(8) 健診コース・オプション検査別に、保険者・企業・個⼈などの各負担率・額の
設定が⾏えること。
(9) 契約情報登録時に他団体（健保/企業など）の契約・同⼀団体の契約・基本契約
マスタから複写するなど
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

簡単に契約が登録できること。
団体（健保/企業など）ごとに複数の健診コースを管理できること。
代⾏機関を介した予約管理が可能であること。
案内・結果の送付先・請求先・請求書の送付先を管理できること。
契約変更内容が、受付情報に反映されること。
健診コース等に既に設定している実施検査項⽬の追加・削除・⼊れ替えについ
て⼀括での設定が可能であること。
例）ALPの検査⽅法が変更となり、旧測定法が設定されている健診コースにおい
て新測定法へ⼀括変更が可能となります。

(15) 未使⽤となった契約情報を⽇常的なシステム操作時において⾮表⽰とできるこ
と。
（個⼈マスタ管理）
(16) 受診者のIDは⾃動採番が可能なこと
(17)
検索は、⽒名及びフリガナ（⼀部検索も可）・⽣年⽉⽇・性別・所属団体の
他、フリガナの先頭⽂字の指定など簡単な操作によって可能なこと。
(18)

オプション検査を含む過去の受診歴が時系列で表⽰でき、受診歴上でのダブル
クリックなど簡単な操作によりその健診結果を確認可能なこと。

(19) 受診団体及び保険情報を管理できること。
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(20) メールアドレス、住所、電話番号、携帯電話、FAX番号、メモ の項⽬が⼊⼒で
きること。
(21) 郵便番号と住所の相互変換ができること。
(22) 予約・受診当⽇などに変更した情報を、予約及び受付画⾯から直接個⼈マスタ
へ反映できること。
(23) 「個⼈メモ（コメント）」の登録が可能であり、個⼈予約情報画⾯にて参照で
きること。
(24) （団体（事業所・企業など）マスタ管理）
(25) 団体情報のIDは⾃動採番が可能なこと
(26) 団体情報の検索は、ID、団体名・フリガナにて可能なこと。
(27) 名称・略称・ふりがな・住所・電話番号・FAX番号、メールアドレス、メモ の
管理が可能なこと。
(28) 事業場（⽀社など）の登録が可能であり、請求書の宛先・書類送付先として活
⽤できること。
(29) 郵便番号と住所の相互変換ができること。
(30) 「団体メモ（コメント）」の登録が可能であり、個⼈予約情報画⾯にて参照で
きること。
（予約業務）
(31) 予約登録画⾯はコース及びオプション検査の予約状況をカレンダー画⾯で確認
しながら予約登録できること。
(32) カレンダー画⾯表⽰は、最⼤３ヶ⽉程度を１画⾯に表⽰できること。
(33)

コースを任意のグループ設定で⾊分け表⽰でき、各グループの予約枠⼈数管理
ができること。また、予約⼈数の⾊分けにより状況を識別可能なこと。

(34) 予約時間及び各検査別の予約枠⼈数管理ができること。
(35) ⽇別にメモ・コメントを⼊⼒でき、⼊⼒⽇表⽰やポップアップ表⽰、
電光掲⽰版（サインボード）機能など、コミュニケーションツールを搭載して
いること。
(36) 予約登録は、コース及びオプションの予約状況をカレンダー画⾯で確認しなが
ら登録できること。
(37) 予約時に契約で指定された条件により、受診可能なコース、オプションのみが
選択できること。
(38) 予約時に、選択した健診コースの検査項⽬が確認できること。
(39) 予約時に、「個⼈及び団体メモ（コメント）」の参照ができ、
また「予約メモ（コメント）」が登録できること。
(40) 予約時にコース、オプション別の負担⾦額（負担先含む）が確認できること。
(41) 予約時に受診歴（過去に受診したコース，オプション，負担⾦情報）が参照で
きること。
(42) 指定した1⽇の予約者名簿及び検査内容を⼀覧表⽰できること。
⼀覧上からダブルクリックなどの操作により、予約内容詳細の表⽰ができ、変
更・削除等が⾏えること。
(43) 重複予約時に警告メッセージ表⽰が表⽰できること。
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(44) 予約⽇の変更は、ドラッグ＆ドロップ操作など簡単な操作で⾏えること。
また、変更先の予約状況のポップアップ表⽰など操作性向上がはかられている
こと。
(45) 予約枠（仮予約）の管理ができること。また、本予約へ変更する操作が簡単に
できること。
(46) 予約⽇の制限無しに、予約を登録をできること。（例：3年後の予約を事前に登
録できる）
(47) 団体（事業所・企業など）からの予約は、個⼈マスタへの団体⼊⼒を反映し簡
単な操作で登録できること。
⽇時の⼀括設定、また、契約情報へ登録した健診コースの性別・年齢を反映し
た⼀括設定が可能なこと。
(48) 健診コース・オプション検査・団体等の条件設定により、予約者⼀覧検索がで
きること。
(49) 予約未確定者の検索が可能であり、表⽰された⼀覧より簡単な操作で、
予約内容の変更・削除が可能であること。
(50) （事前準備・発送業務）
(51) 予約の内容（コース、検査項⽬、予約時間、当⽇負担⾦など）により、
契約情報に設定した必要準備物を反映し、案内状、問診票やその他付属書類を
セットで印刷することができること。
(52) 必要準備物は予約単位でまとまって印刷され、また、必要準備物の印刷順位を
指定することにより、窓付き封筒への荷造りが効率的に⾏えること。
(53) 必要準備物は事前印刷・当⽇印刷などグループ化しての印刷ができること。
(54) 必要準備物はオプション検査の追加より、
不要となる準備物を印刷対象から除外しての印刷ができること。
(55) 必要準備物のレイアウトに対し病院の作業で変更が可能なこと。※⽤紙サイズ
他制限ありでの対応も可
(56) 必要準備物は、予約⼊⼒・受付⼊⼒画⾯からの印刷にも対応していること。
(57) 個⼈及び団体（事業所・企業など）の宛名シールの印刷に対応しており、
指定したシール⽤紙に開始⾯番号を指定し印刷できること。
(58) 受診票などにバーコードの印字ができること。
(59) 検体検査のラベル（尿コップ、スピッツ等に貼るラベル）が出⼒できること。
また、枚数等の指定が可能であり、検査内容に応じて必要なラベルを⾃動判別
し出⼒できること。
(60) 案内状、問診票、同意書、検査依頼伝票、所⾒記⼊⽤紙、受診チェック票など
の準備物をシステムより出⼒でき、フォーマットは事前打ち合わせ内容にそっ
て作成し納品すること。または、システムでレイアウト可能な場合には、その
作成・設定などは受注者にて⾏うこと。
(61) 各準備物を印刷した⽇付を記録し⼀覧で表⽰できること。
(62) 各準備物を送付した⽇付を記録し⼀覧で表⽰できること。
(63) 各準備物を受け取った⽇付を記録し⼀覧で表⽰できること。
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(64) 検査依頼伝票が、予約データから受診者に適した内容で事前に出⼒できるこ
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

と。
予約情報をCSVファイルに出⼒できること。
（受付業務・個⼈（⾃⼰負担）会計）
予約業務と同⼀画⾯（⼜は複雑ではない画⾯）にて受付業務を⾏えること。
受診⽇当⽇の予約者⼀覧を表⽰し、予約者を選択して受付ができること。
受診⽇当⽇の予約者⼀覧においては、団体名・契約名・受付有無による並び替
え、絞り込み表⽰ができること。

(70) 受診⽇当⽇の予約者⼀覧において、フリガナの先頭⽂字の指定など簡単な操作
で絞り込み表⽰ができること。
(71) 受付画⾯では「個⼈及び団体メモ（コメント）」の参照ができ、また「予約メ
モ（コメント）」の確認・登録ができること。
(72) 受付時に健診コースの変更、オプション検査の追加・削除が簡単な操作ででき
ること。
また料⾦情報については、契約情報の設定に基づき、団体・個⼈負担額等を再
計算し表⽰できること。
(73) 受付時に、受診者属性情報・保険情報などを⼊⼒でき、個⼈マスタ情報の更新
が⾏えること。
(74) 受付時に受取物（検便・問診票・同意書など）の管理が可能であり、受取結果
は⼀覧形式で確認できること。
(75) 受付時に必要書類（問診票・同意書など事前準備物）の印刷が可能なこと。
(76) 複数⼈を⼀括で受付処理できること。
(77) 1⽇単位での受付番号管理が可能であり、その受付番号は⼿動でも採番可能であ
ること。
(78)

受付時に、受診歴（過去に受診したコース，オプション，負担⾦情報）が参照
できること。受診歴上でのダブルクリックなど簡単な操作によりその健診結果
を確認可能なこと。

(79) 受付登録と同時⼜は登録後の操作により請求書兼領収書の発⾏ができること。
領収書発⾏後、追加検査が出た場合は差し替え分を発⾏できること。
(80) 受付登録時に協会けんぽのコースの場合、申込み（承認番号の有無）チェック
ができること。
(81) 検査中⽌時の⼊⼒が簡単な操作で⾏えること。
(82) （結果⼊⼒・医師⾯談⽀援機能）
(83) 受診⽇・受付番号・受診者番号・⽒名・ふりがな・団体による結果データの検
索ができ、年齢・性別・契約コースも含めた条件で並び替え可能なこと。
(84) 受診者⼀覧から結果⼊⼒画⾯に遷移できること。
(85) 今回結果・判定画⾯は⼀画⾯で⼊⼒でき、過去歴（2回分）の表⽰も可能なこ
と。
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(86) 過去歴の表⽰グループを設定でき、特定健診・がん健診などの判定・結果⼊⼒
を効率よく⾏えること。
(87) 問診回答は、他の結果と同⼀画⾯で⼊⼒できること。
(88) 医師⾯談時に前回までの健診結果を表⽰でき、その操作が複雑でないこと（ワ
ンクリック表⽰など）。
(89) 結果⼊⼒された値でリアルタイムに単項⽬判定が⾏われること。
(90) 階層化・メタボ判定の⾃動判定ができること。
(91) 結果、コメントはコード⼊⼒に対応していること（1：はい 2：いいえ、1：異常
なし 2：異常あり…など）。
(92)
全項⽬を⼀覧表⽰して結果の⼊⼒ができること。また、検査の⼤分類を指定で
きる・ログインユーザーごとに表⽰項⽬を設定するなど、⼊⼒作業の効率化に
配慮していること。
(93) 定性値，所⾒は、予め設定したリストより選択し⼊⼒ができること。また、所
⾒については、組合せ（部位・所⾒等）⼊⼒ができること。
(94) 標準体重、BMI、eGFRなど検査項⽬結果より計算式で求められる結果は⾃動計
算されること。
(95) 単項⽬判定は、複数設定が可能であり契約ごとに設定可能なこと。
(96) 異常値に対して、⾊分けやL（Low）/H（High）マークがつけられること。
(97) 上限、下限値に対して、「以上」、「以下」の表⽰が可能なこと。（ex.視⼒0.1
以下、測定値：0.4以下など）
(98) ⼊⼒データの妥当性チェック（上限値／下限値のチェックなど）できること。
(99) 判定ランクの管理が可能であること。
(100) 総合判定⽂は、定型⽂リストからの引⽤および直接⼊⼒が可能であること。
(101) 結果の⼊⼒漏れのチェックができること。
(102) 検査項⽬ごと・検査⼤分類ごと・全結果の⼊⼒ロック機能を有していること。
(103) ⼊⼒完了チェック機能を有していること。
（総合判定機能）
(104) 検査の⼤分類別判定、総合判定、総合判定⽂（コメント）の判定ロジックを設
定できること。
(105) 問診回答，所⾒，前回値⽐較，性別，検査項⽬間等により、⾃動判定が設定可
能なこと。
(106) 判定条件の設定は、⼈間ドック学会・特定健康診査および検査会社基準にもと
づき受注者により予め設定を⾏い内容を提⽰すること。納品時の判定条件の追
加・⼀部変更は受注者にて設定すること。
(107) 判定条件を⾃由にユーザ設定できること。
(108) 複数⼈を指定し総合判定を実⾏できること。
(109) 総合判定の実施にあたり、検査項⽬・結果⼊⼒項⽬別、検査⼤分類別などの部
分ロック機能を有していること。
(110) 判定ランク順に判定⽂を⾃動ソートできること。
(111) ⾃動判定した結果を個別に変更ができること。
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（結果表（成績表）印刷）
(112) 労働安全衛⽣法 様式第5号(第51条関係)(1)健康診断個⼈票（雇⼊時）、様式第
5号(第51条関係)(2)健康診断個⼈票に準じた結果表を印刷できること。
(113) 労働安全衛⽣法 様式第6号(第52条関係)(表⾯)定期健康診断結果報告書を普通
紙に印刷できること。
(114)
契約コース・オプション検査のうち、実施した検査項⽬のみ出⼒できるフォー
マットを複数パターン出⼒できること。
(115) 標準結果表レイアウトは、窓付き封筒への荷造りが効率的に⾏えるよう配慮し
たものを含むこと。
(116) 標準結果表レイアウトは、過去歴２回分印刷の有無のいずれも含むこと。
(117) 病院独⾃の結果表フォーマット（最⼤３種類）について、事前打ち合わせ内容
にそって作成し納品すること。または、システムでレイアウト可能な場合に
は、その作成・設定などは受注者にて⾏うこと。
(118) 数値データの異常値に対して、L（Low）/H（High）マーク付与等、⾼低に応じ
たマーキングを印字できること。
(119) 異常値に対して、カラー印字ができること。
(120) 検査結果の「未満」「以下」の⼊⼒・表⽰ができること。
(121) 過去(前回・前々回)に受診した全検査項⽬の印刷ができること。
今回受診項⽬ではない過去の健診項⽬について印刷対象とすることができるこ
と。
(122) 結果⼊⼒画⾯から簡単な操作で結果表の印刷が可能なこと。
(123) 受診⽇・受付番号・受診者番号・⽒名・ふりがな・団体による印刷結果データ
の検索ができ、年齢・性別・契約コースも含めた条件で並び替え可能なこと。
(124) 検査項⽬・判定ランク・総合判定内⽂字検索などによる複合的な検索条件を作
成・保存し、印刷対象者の絞り込みに活⽤できること。
(125) 結果・判定（⼊⼒）完了、結果表出⼒（送付）完了を管理でき、⼀覧画⾯から
複数⼈を指定しての結果表印刷が可能であること。
(126) 結果⼊⼒⼀覧画⾯において、結果送付先の設定変更が⼀括で⾏えること
(127) 報告書を送付する宛先が、受診者/団体に適した宛先で出⼒できること。
(128) 結果表印刷画⾯から簡単な操作で宛名シール印刷が可能なこと。
(129) 結果表送付時の送付状（窓付き封筒対応）が印刷できること。
(130) 団体（事業所・企業など）向け結果⼀覧表が印刷できること。
(131) 団体（事業所・企業など）向け有所⾒者（2次健診対象者）の結果⼀覧表が印刷
できること。
(132) 結果表フォーマットに準じた内容で、紹介状を印刷できること。
(133) （結果データ出⼒）
(134) 汎⽤データ出⼒機能を有し、特定健診標準フォーマットに準じたXML形式ファ
イルを出⼒できること。
(135) 団体（事業所・企業など）や保険者（協会けんぽを除く）より
指定されたデータ出⼒（CSV・XML形式）に対応できること。
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(136) 特定健診向けデータ（XM形式）について、出⼒先をシステム制御・フォルダ名
を⾃動⽣成するなどが可能であり、提出時の⼈的ミス軽減に考慮されているこ
と。
(137) 受診⽇・団体・保険者・代⾏機関・契約とりまとめ機関・年齢による抽出デー
タの検索ができること。
(138) 出⼒先、出⼒ファイル名の指定ができること。
（請求業務）
(139) 個⼈宛の請求書兼領収書が発⾏できること。
(140) 個⼈宛請求書兼領収書発⾏の際に、宛名を団体名、団体名＋個⼈名、フリー⼊
⼒の選択が可能なこと。
(141) 個⼈宛請求書兼領収書発⾏において、健診コースとオプション検査の内訳印刷
も可能なこと。
(142) 保険者・健保組合宛の請求書が発⾏できること。
(143) 団体・保険者・健保組合宛の請求書発⾏は、指定期間の受診者において、
それぞれの負担⾦額を集計し発⾏できること。
(144) 同⼀請求先であっても、選択した受診者のみを対象とした請求書を作成できる
(145) 受診⽉⽇・受診者⽒名・受診コース・⾦額・税額が明記された請求明細書を印
刷できること。
(146) 団体請求書の宛名のフリー⼊⼒が可能であり、また、振り込み⼿数料の負担に
ついての印字有無を指定し印刷できること。
(147) 団体請求書には、振込先⼝座情報の印刷が可能なこと。
(148) 請求書の送付状が印刷できること。
(149) 請求書、請求書の送付状については、窓付き封筒の使⽤にあわせるなどフォー
マットは事前打ち合わせ内容にそって作成し納品すること。または、システム
でレイアウト可能な場合には、その作成・設定などは受注者にて⾏うこと。
(150) 団体の宛名シールを印刷できること。
(151) （協会けんぽ対応）
(152) 協会けんぽ ⽣活習慣病予防健診・付加健診・肝炎ウイルス検査・⼦宮頸がん
検診・乳がん検診の管理請求が可能なこと。
(153) 未実施減額においては、契約情報への設定を元に、未実施検査を指定すること
により⾃動的に⾦額集計・請求データ・帳票を作成可能なこと。
請求データ作成の前に、属性基本情報・保険証情報・協会けんぽ受付番号など
(154)
の出⼒必須項⽬を⼀覧で確認できること。その際、保険証情報・受付番号など
に未⼊⼒があれば
簡単な操作で⼊⼒すると同時に個⼈マスタ・予約データ内に反映できること。
(155) 協会けんぽデータ出⼒においてチェックツールを備えており、
⼊⼒不備を画⾯上で確認およびリスト印刷可能なこと。
(156) 検査項⽬の不備があった場合、提出データ作成画⾯から簡単な操作で確認・
データ⼊⼒が⾏えること。
(157) 協会けんぽの判定ランクと、病院様判定ランクの表記が異なる場合、データ出
⼒時⾃動変換に対応できること。

7

健診システム

(166)

（他システムとの連携およびデータ出⼒対応 検査値連携）
現在の検査値連携機能を引き継ぐこと。
受診コース・オプションに沿った検査の検査依頼ができること。
依頼した検査結果の取り込みができること。
（他システムとの連携およびデータ出⼒対応 市⺠健診対応）
バス健診の予約情報が取り込めること。
予約情報より未登録の個⼈マスタを⽣成できること。
市への提出書式が印刷できること。
（他システムとの連携およびデータ出⼒対応 被爆者健診）
市への提出書式が印刷できること。
（他システムとの連携およびデータ出⼒対応 学童尿検査）
学童尿検査の結果の出⼒ができること。
（他システムとの連携およびデータ出⼒対応 くまもとメディカルネットワー
くまもとメディカルネットワークの制度に則ったデータの⼊⼒・出⼒ができる

(167)
(168)
(169)
(170)
(171)

こと。
（ストレスチェック）
集団分析単位での部署登録が可能なこと。
ストレスチェック調査票の印刷ができること。
ストレスチェック調査票の回答結果を⼊⼒できること。
ストレスチェック調査票のOCR⽤紙の出⼒・取り込みができること。
ストレスチェック調査票のOCR⽤紙の取り込み後、不明瞭・重複した回答・回

(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)

答なしについて、リスト表⽰でき、簡易な操作によって⽬視確認および⼊⼒が
可能であること。
(172) 調査票結果はストレスチェック専⽤の⾃動判定で判定できること。
(173) ⾼ストレス者決定のサポート機能をもっていること。
(174) 職業性ストレス簡易調査票プロフィール、職業性ストレスセルフケア⽤資料、
⾼ストレス者への通知を出⼒できること。
(175) 集団分析に対応し、公表された分析⽅法に対応していること。
(176) 集団分析結果を、公表された標準的帳票で出⼒できること。
(177) 事業者への結果についてCSV出⼒できること。
（マスタ管理）
(178) 基本設定は、全てマスタ化されており、ユーザ設定（追加・変更）できるこ
と。
(179) 全てのマスタに関して、業務上必要⼗分な件数の登録が可能なこと。
(180) 現⾏システムからのデータ移⾏が難しい新システムマスタ情報設定において
は、稼働時点で必要なマスタについて、その内容に応じ効率良く作成できるエ
クセル書式・記⼊⽤紙のいずれかを提供し、病院作業後の代⾏登録を受注者に
（データ移⾏他）
(181) 現⾏システムの 予約情報・結果情報・関連マスタ が新システムへ完全に移⾏さ
れること。（病院の作業は必要なく、完全な形で移⾏）
(182) 現⾏システムとの操作性が⼤きく変更とならないこと。
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１７．検体検査システム

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

（ソフトウェア基本性能）
検査項⽬マスタは999999種類の登録が可能であること。
１⽇の最⼤依頼受付数は 99999 受付が可能であること。
セットマスタは999種類の登録が可能であること。
依頼元マスタは9999種類の登録が可能であること。
医師マスタは9999⼈の登録が可能であること。
ワークシートマスタは999種類の登録が可能であること。
計算マスタは９９９種類の登録が可能であること。
コメントマスタは９９９種類の登録が可能であること。
属性データは１００万⼈のデータが管理可能であること。
検査データは５００万件以上のデータ、⼜は１０年以上の管理が可能であるこ

と。
(11) データベースは⼤容量⾼速検索に対応したデータベースであること。
(12) キーボード主体でのシステムの動作が可能であること。
(13) コンピュータに関しての専⾨知識がなくても、システムの使⽤に⽀障がないこ
と。
(14) 外部媒体へのデータ保存が容易に⾏えること。
（業務機能）
(15) 予約検査の受付が可能で当⽇受付分との識別が可能であること。
(16) 院内検査の受付と健診の受付との識別が可能であること。
(17) 院内検査の受付と他診療施設の受付との識別が可能であること。
(18) 予約情報に基づき前⽇に採⾎管の準備を⾏うことが可能であること。
(19)

バーコードラベルの発⾏は依頼元別、病棟別などのグループ単位と患者、採⾎
管種別単位での発⾏が可能であること。

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

出⼒指⽰が可能であること。
単⼀項⽬、セット項⽬での依頼の⼊⼒、削除が可能であること。
依頼内容を確認するためのリスト出⼒が可能であること。
患者ＩＤが存在しない場合でも依頼の登録が可能であること。
依頼⼊⼒の際、通常⼊⼒しない⼊⼒枠にはカーソルが⾃動で移動されないよう

に設定が可能であること。
(25) 項⽬単位での⾄急設定が可能であること。
(26) ⾝⻑、体重、尿量など検査依頼時にデータが確定している内容は⼊⼒が可能で
あること。
(27) ⾃由に使⽤できるコード参照機能をもつ⼊⼒枠を有すること。また、フリー⼊
⼒が可能な⼊⼒枠も有すること。
(28) すべての端末で同様の依頼⼊⼒が可能であること。
(29) 同⼀依頼のデータのコピーが可能であること。
（分析業務）
(30) 分析に必要なワークシートの出⼒が可能であること。
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(31) 「未検査項⽬のみ」「⾄急検査のみ」でのワークシート出⼒が可能であるこ
と。
(32) バーコード読み取り装置のない分析装置でランダム分析を実施する際にクライ
アントに接続されたバーコードリーダで読み取り可能であること。
(33) バーコードリーダで検体バーコードラベルを読み取ることにより、取込み順序
の指定が可能であること。
(34) ワークシートは属性の印字、結果値の印字、前回値の印字などが可能であるこ
と。
(35) ⾄急時には検査システムの受付を⾏わず⾃動取り込みが可能であること。
(36) 双⽅向Ｉ／Ｆを有している分析装置においては双⽅向通信での接続を⾏うこ
と。
(37) 分析装置のエラーフラグを取り込み、画⾯上に表⽰可能であること。
(38) エラーフラグは取り込みの有無を指定できること。
(39) データ受信時に異常値範囲、前回値との⽐差等のチェックを⾏いデータの確定
／未確定判断が可能であること。
(40) 搬送システムの収納情報が⼀覧で確認可能であること。
(41) 画⾯より任意のタイミングで搬送システムへ再検指⽰を送信可能であること。
(42) 希釈情報が分析装置へ指⽰可能であること。
（データ管理業務）
(43) データの⼊⼒／訂正が可能であること。
(44) データは正常値範囲、異常値範囲、前回値⽐差などを基にＨＬや異常値管理が
可能であること。
(45) 内容により⾃動的にコメントの登録や追加依頼などの設定が可能であること。
(46) 検体単位のみではなく項⽬単位、グループ単位、セット単位、ワークシート単
位での設定が可能であること。
(47) 複数検体のデータ⼊⼒が可能であること。
(48) 時系列データを９９件表⽰できる画⾯でのデータの⼊⼒／確認が可能であるこ
と。
(49) リアルタイムで検査進捗状況の確認が可能であること。
(50) 進捗画⾯では分析機コメントの有無や異常値の有無などが容易に判断が可能で
あること。
(51) 項⽬指定で時系列データのグラフ表⽰が可能であること。
(52) データ確認画⾯より報告書出⼒が可能であること。
(53) コメントデータなどの登録が可能で、コードで結果⼊⼒が可能であること。
(54) 検査項⽬単位で１００⽂字の所⾒がフリーで⼊⼒可能であること。
(55) 再検査が必要な場合は⾃動、⼿動で再検査指⽰が可能であること。
(56) データに対しては初回値、再検値、保留等の区分が設定可能であること。
(57) 検査未完了データのみの⼀覧が画⾯上で確認可能であること。
(58) 検査結果台帳の出⼒が可能であること。
(59) ⾎液像、尿沈渣データ⼊⼒画⾯を有すること。またキー配列などを⾃由に設定
可能であること。
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(60) ⾎液像専⽤カウント画⾯ではデータの加算減算が可能で、１００カウントごと
にブザーを鳴らすことが可能であること。また、１００カウント未満のカウン
トの場合は１００分率に変換可能であること。
(61) 進捗画⾯で報告⽬標時間を設定可能で、時間超過の可能性のある検体を表⽰可
能であること。
(62) データについては汎⽤性を持たせるため、市販ソフトでの使⽤が可能なように
データ出⼒可能であること。
（問合せ業務）
(63) 患者ＩＤ、漢字⽒名、カナ⽒名、依頼元、年齢などの条件を複数指定して、
データ検索が可能であること。
(64) また、検索条件は設定変更可能であること。
(65) 該当データのみならず時系列データも参照可能であること。
(66) 時系列でのデータ参照の際には、過去データを最⼤99件表⽰可能であること。
（報告業務）
(67) 所定の報告⽤紙に⼀括で報告書出⼒が可能であること。
(68) 報告書は中間報告最終報告の指定が可能で、報告⽇時を管理可能であること。
(69) 指定の報告⽤紙以外にも⽩紙に罫線も含め結果を印字した報告書が出⼒可能で
あること。
(70) 該当検体を元に少なくとも過去１０検体の時系列報告が可能であること。
(71) 報告書の出⼒に際しては条件指定のみならず、⼀覧表⽰の中から選択を⾏った
検体のみの出⼒が可能であること。
(72) 報告書に検査に対するコメントが印字可能であること。
(73) 各クライアントで報告書を出⼒する際に、プレビューでの確認が可能であるこ
と。
（精度管理業務）
(74) オンラインで取り込んだ精度管理データに基づき、Ｘ−Ｒｓ−Ｒ管理図、ツイ
ンプロット図などの画⾯表⽰、及び印刷が可能であること。
(75) 累積処理などの処理を⾏わなくても⽇内データより⽇差データのグラフ表⽰が
可能であること。
(76) 標準偏差の値は⾃動計算のみならず病院独⾃の数値を基にグラフ化が可能であ
ること。
(77) オンラインしていない分析機のデータについても⼿⼊⼒を⾏うことにより同様
の処理が可能であること。
(78) 精度管理データにおいては独⾃の管理も可能なように市販ソフトで使⽤できる
形でデータ出⼒が可能であること。
（システム管理・メンテナンス仕様）
(79) マスタに関しては基本的に世代管理機能を有しており、同⼀コードでの設定内
容を事前に設定可能であること。
(80) 報告書や台帳関連についてはマスタメンテナンスで⾏うことができ、変更可能
であること。
(81) ⾃由に使⽤⽤途を決定できるマスタがあること。
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(82) バックアップリカバリをシステム上で容易な操作で実⾏可能であること。
(83) リモートメンテナンスを⾏うことが可能であること。
（分析装置接続）
(84) 以下の分析装置と接続すること。
BM6050
XN1000
CP3000
AIA1800
HA8181
AE4020 （AU4050）
AX4030 （AU4050）
UF1000i
輸⾎分析機
搬送システム
（外注業務）
(85) 外注業者毎に設定された条件で検査依頼情報（到着・未検査分）をＭＥＤＩＳ
フォーマットに準拠した形式で、指定された媒体、ファイルに出⼒できるこ
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

と。
ファイルに出⼒した情報を設定された印字形式で印刷できること。
外注依頼情報を再作成・再印字できること。
項⽬コード変換形式を外注業者毎に設定できること。
外注業者毎に設定されたファイルを読み込み、外注検査結果をシステムに取り
込むことができること。
取り込み時にエラーとなった内容を印刷できること。
外注結果の数値に付随する不等号情報を取得可能であること。
（院内システム連携）
電⼦カルテシステムとの接続実績が豊富であること。
電⼦カルテシステムより依頼情報の受信ができること。
電⼦カルテシステムへ会計情報の送信ができること。
電⼦カルテシステムへ結果情報の送信ができること。
健診システムとの接続が可能であり、現⾏システム（パインシステム社）との

連携ができること。
(97) 健診システムより依頼情報の受信ができること。
(98) 健診システムへ結果情報の送信ができること。
（院外システム連携）
(99) 教良⽊診療所の電⼦カルテシステム（三洋電機社medicom-HR）との連携がで
きること。
(100) 依頼情報の受信ができること。
(101) 結果情報の送信ができること。
（データ移⾏）
(102) 現⾏システム（オービーシステム社CLIP）の全ての検査データが漏れなく完全
に移⾏できること。
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(103) 現⾏システム（オービーシステム社CLIP）の全てのマスタが漏れなく完全に移
⾏できること。
（試薬在庫管理）
(104) 発注処理が可能であること。
(105) 納⼊業者ごとに発注書が印刷可能であること。
(106) 発注後、未納の商品が確認できること。
(107) 定期、定量での⾃動発注が可能であること。
(108) ⼊庫処理が可能であること。
(109) ⼊庫時にロット番号、有効期限を登録可能であること。
(110) 出庫処理が可能であること。
(111) 出庫時にロット番号、有効期限を登録可能であること。
(112) 在庫量は出庫単位に管理可能であること。
(113) 棚卸業務のサポート機能を有すること。
(114) 在庫量に対する⾦額表が印刷可能であること。
(115) 発注、⼊庫、出庫データをCSV出⼒可能であること。
(116) 発注、⼊庫、出庫データを印刷可能であること。
(117) GS1-128、GS1データバー、JANコードの読み込みが可能であること。
(118) GS1-128、GS1データバー読み込み時にロット、有効期限⽇が取得できること。
(119) 納⼊業者ごとのログインユーザー管理が可能であること。
(120) 納⼊業者でログインした場合は該当する商品のみ参照可能となること。
(121) ⼀定期間内における商品別発注量を印刷可能であること。
(122) 現⾏の発注、⼊庫、出庫、在庫データが全て移⾏できること。
（ハードウェアの仕様）
(123) バーコードスキャナCCD式HR-30相当・・・ ２台
(124) NW-7が読み取り可能であること。
(125) USB接続可能であること。
(126) （外付けHDD２TB HD-LE2U3-BA相当・・・ １台）
(127) USB接続可能であること。
(128) 全ての検査データを保存できる⼗分な容量であること。
(129) テンキー・・・ １台
(130) USB接続可能であること。
(131) キー数は20以上であること。
(132) RS232C-LAN変換MOXA NPORT5410/JP相当・・・３台
(133) RS232Cポートは４ポートであること。
(133) RS232C-LAN変換MOXA NPORT5110/JP相当・・・1台
(134) RSケーブル（15M）・・・１
(135) LANケーブル（15M）・・・２
(136) HUBバッファローLSW4GT8NS/WH（Giga対応）相当・・・1台
(137) 分析装置と通信可能であること。
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１８．調剤システム
（ソフトウエアの仕様）
(1) 調剤⽀援システムは
処⽅受信システム

1式

サーバーシステム

1式

処⽅解析システム

1式

処⽅帳票物制御システム

1式

散薬監査システム

1式

⾃動散薬分包システム

1式

全⾃動散薬分包システム

1式

全⾃動錠剤分包システム

1式

注射受信システム

1式

注射解析システム

1式

注射帳票物制御システム

1式

服薬指導⽀援システム

1式

【処⽅・注射受信システム】
(2) 本院の電⼦カルテシステムとの接続が可能で、通信端末を介し情報を得るこ
と。
(3) 本院の電⼦カルテシステムとのオンライン化において、情報伝達のためのソフ
トを含んでいること。
(4) 受信する情報は⼊院・外来処⽅オーダ、患者基本情報とすること。
(5) 画⾯上には受信件数（ＩＤ番号、患者名、診療科、処⽅区分等）を表⽰するこ
と。
(6) 台数は内服・外⽤⽤と注射⽤のPC2台構成とすること。
(7) 既存調剤⽀援システム「処⽅受信システム」「注射受信システム」を継続使⽤

(8)
(9)
(10)
(11)

するものとし、、既存受信内規をすべて引き継ぐこと。
（サーバーシステム）
処⽅情報をバックアップする機能が有ること。
各制御装置に係わるファイルの保存管理を⾏う機能が有ること。
各装置間をLANで繋ぎシステムを構築すること。
処⽅受信・解析システム、注射受信・解析システム、服薬指導⽀援システム、

全てのデータ及び情報変換のためのマスタを保管・管理ができること。
(12) システムが安定動作するサーバ台数で構成すること。
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(13) 既存調剤⽀援システムサーバー内の以下のデータを全て移⾏すること。
・処⽅ログ
・処⽅Do
・調剤マスタ
・散薬監査歴
・散薬分包歴
・錠剤分包歴
・薬剤補充歴
・注射ログ
・注射払出歴
・服薬指導⽀援記録
(14) 【処⽅解析システム】
(15) 本院の電⼦カルテシステムより受信した情報を既存調剤⽀援システム⽤データ
に変換できること。
(16) 既存調剤⽀援システム内規をすべて引き継ぎ、解析処理をおこなうこと。
(17) 処⽅情報を画⾯上に表⽰し、処⽅のチェックを実施できること。
(18) 処⽅チェックによるワーニング情報は、画⾯とプリントアウトにより確認が⾏
えること。
(19) 処⽅チェックを⾏い、問題のない処⽅は内規に合致した情報処理をし、既存各
調剤機器へ送信できること。
接続調剤機器として、下記機器との連動処理を⾏うこと。
トーショー製

処⽅帳票物制御装置

A-WAVE

トーショー製

散薬監査装置

SW-K

トーショー製

⾃動散薬分包機

io-45S3

トーショー製

全⾃動散薬分包機

io-9090c

トーショー製

全⾃動錠剤分包機

Xana-2041

(20) 薬剤情報提供⽂書の出⼒指⽰をし、処⽅帳票物制御システムに送信できるこ
と。
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

薬剤情報は⽤法・⽤量等も含んでいること。
薬剤情報は削除・変更の情報だけでもできること。
薬剤情報は再発⾏ができること。
薬剤情報⽤紙はＡ４サイズであること。
お薬⼿帳⽤の情報が出⼒できること。
本体システムから患者情報（病名、患者住所、患者番号、連絡先等）が取り込

めること。
（処⽅帳票物制御システム）
(27) 既存処⽅帳票物制御システムを継続使⽤するものとし、保有する内規・レイア
ウト等をすべて引き継ぎ、発⾏処理をおこなうこと。
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(28) 薬袋への印字は、⽒名・ＩＤ番号・⽣年⽉⽇・診療科・⽤法・投与⽇数・投薬
番号などを当院調剤内規に基づいて表記できること。
(29) 粉砕の指⽰、シロップ剤の混合、外⽤剤の練合などの指⽰箋が出⼒できるこ
と。
(30) 薬剤情報提供書を出⼒できること。
(31) 薬袋へも薬剤情報提供書相当の内容を印字できること。
(32) 薬袋や薬剤情報提供書には、ひらがな・カタカナ・漢字・英数⽂字・バーコー
ドなどで印字できること。
(33) 薬袋の種類やサイズは、処⽅データをもとに薬袋印字システムが⾃動的に判断
すること。
(34) 処⽅帳票物制御システムシステムは、薬袋、薬剤情報提供書を患者ごとに印刷
(35)
(36)
(37)
(38)

できること。
⿇薬処⽅の仮処⽅箋が出⼒できること。
⾄急の割り込みができること。
既存薬袋印字装置２台及び帳票物発⾏装置１台を継続使⽤すること。
（散薬監査システム）
既存散薬監査システムを継続使⽤するものとし、調剤内規・散薬監査歴・レイ

アウトを継続使⽤すること。
(39) 散剤及び錠剤粉砕により散薬調剤の指⽰のある処⽅データを既存処⽅解析シス
テムより受け取り、モニターに表⽰できること。
(40) 秤量結果をプリンターで印字し、監査記録として記憶装置に保存できる機能を
有していること。
(41) 監査記録紙にはバーコードを印字し、そのバーコードを利⽤して既存全⾃動散
薬分包機io-9090cにて分包する際に処⽅データを⾃動で呼び出せること。同時
に既存全⾃動散薬分包機io-9090c及び既存⾃動散薬分包機io-45S3に合わせた
データを作成できること。（処⽅番号等）
(42) 監査システムは処⽅情報との整合性が容易に確認でき、薬剤名及び⽤法・⽤量
が確認が⾏え、また、記録は監査システム内に最低１カ⽉は記憶され、必要に
応じ出⼒できること。
(43) 薬剤認識はバーコードを利⽤して⾃動で⾏えること。JANコードが使⽤できるこ
と。
(44) 薬剤容器の配置場所は固定されないこと。
(45) 各薬剤のオンライン以外の⼿⼊⼒による調剤も利⽤できること。
(46) 機器の操作、保守点検が容易にできること。
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(47) 監査システムが⾳声にて薬品名を読み上げたり、調剤者が調剤を間違った際に
「薬品名＋薬品が違います、再度チェックして下さい」や、「⻑期投与⽇数を
超えています」、「常⽤量範囲外です」、「配合禁忌の薬品があります」、な
どの注意を監査システムが⾳声にて調剤者に知らせてくれる機能を持っている
こと。
（⾃動散薬分包システム）
(48) 既存⾃動散薬分包システムを継続使⽤するものとし、調剤内規・調剤歴・レイ
アウトを継続使⽤すること。また、既存機器io-45S3を継続使⽤すること。
(49) 散薬調剤の指⽰のある処⽅データを既存処⽅解析システムより受け取れるこ
と。また、既存散薬監査システムにて出⼒された情報を使⽤し、薬包紙に患者
名、⽤法名、薬品名等を印字できること。
(50) 既存⾃動散薬分包システムの調剤データを移⾏すること。
（全⾃動散薬分包システム）
(51) 既存全⾃動散薬分包システムを継続使⽤するものとし、調剤内規・レイアウト
を継続使⽤すること。また、既存機器io-9090cを継続使⽤すること。
(52) 散薬調剤の指⽰のある処⽅データを既存処⽅解析システムより受け取れること
また、既存散薬監査システムにて出⼒された監査記録紙のバーコードを読み込
むことで分包する患者を限定し、薬包紙に患者名、⽤法名、薬品名等を印字で
きること。
(53) 既存全⾃動散薬分包システムのデータを移⾏すること。
（全⾃動錠剤分包システム）
(54) 既存処⽅解析システムから分割⽣成処理・包装形態指⽰を制御装置が受け取
り、順次1包化分包を⾏えること。
(55) 既存全⾃動錠剤分包システムを継続使⽤するものとし、調剤内規・調剤歴・レ
イアウトを継続使⽤すること。また既存機器Xana-2041を継続使⽤すること。
(56) 患者⽒名・⽤法、薬品名等が印字できること。
（注射解析システム）
(57) 本院の電⼦カルテシステムより受信した情報を既存調剤⽀援システム⽤データ
に変換できること。
(58) 既存注射解析システム内規をすべて引き継ぎ、解析処理をおこなうこと。
(59) 処⽅情報を画⾯上に表⽰し、処⽅のチェックを実施できること。
(60) 処⽅チェックによるワーニング情報は、画⾯とプリントアウトにより確認が⾏
えること。
(61) 処⽅チェックを⾏い、問題のない処⽅は病棟・⽇付別等の組み合わせで抽出
し、注射帳票物制御システムへデータ送信が⾏えること。また、各プリンタか
ら注射箋、輸液ラベル、取り揃えリスト（薬品集計表）の出⼒が⾏えること。
（注射帳票物制御システム）
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(62) 患者毎の注射箋及び患者名、科名、薬品名､点滴速度､JANｺｰﾄﾞが記載してあるラ
ベルを印字できること。
(63) 注射箋にはオーダー情報内の患者番号、患者⽒名、病棟名称、診療名称、⽣年
⽉⽇、年齢、性別、医師名、薬品名称、保存区分（冷所、暗所等）、薬品区分
（輸液、毒薬、劇薬等）、施⽤量、施⽤単位、⼿技、投与経路、施⽤回数、投
与スピード、コメント、処⽅区分、⾄急区分、オーダー番号、注射薬の混合調
整の別等を適切な位置にレイアウトでき印刷できること。
(64) 注射箋は薬剤部⽤と病棟⽤の２部が印字できること。
(65) 注射箋には患者投薬確認に使⽤する患者リストバンドと整合性がとれるバー
コードを印字できる機能を有すること。
(66) 輸液ラベルには、患者情報、薬品名称等必要事項をＲｐ単位、輸液単位の内容
で記載すること。
(67) 輸液ラベルには患者別にＲｐ単位、輸液単位、施⽤回数の考慮した必要枚数を
印字できること。
(68) 輸液ラベルには患者投薬確認に使⽤する患者リストバンドと整合性がとれる
バーコードを印字できる機能を有すること。
(69) 取り揃えリストは抽出したデータに基づき、必要な薬品の合計が印字されるこ
と。また、取り揃えがし易いように、棚番が印字されること。
(70) 取り揃えリストはアンプル・バイアル、輸液、保冷品等の区分で、それぞれ出
⼒されること。
(71) 既存注射帳票物制御システムの全てのレイアウトを引き継ぐこと。
(72) 既存注射箋発⾏プリンター１台を継続使⽤すること。
【服薬指導⽀援システム】
(73) 服薬指導⽀援システムは
患者⼀覧
患者管理
処⽅歴管理
持参薬管理
相互作⽤チェック
検査歴管理
薬剤情報提供書出⼒
プロブレム管理
服薬指導記録
帳票出⼒
その他
の機能を有し、各詳細機能は下記の要件を満たすこと。
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（患者⼀覧）
(74) 指導依頼がある患者を⼀覧で表⽰、依頼情報を確認、指導対象患者として選
択・登録出来ること。
(75) ⼊院患者を、病棟別・診療科別・患者ID・患者カナ名の単位、および、指導
中・未指導・指導不可の単位で、絞込み表⽰が出来ること。
(76) 指導患者を、薬剤師別・病棟別・診療科別単位、および、指導⽇などで、絞込
み表⽰出来ること。
(77) カレンダー形式で、指導予定の有無・指導実施の有無・算定の有無等を菅理出
来ること。
（患者管理）
(78) 指導患者情報として⾝体・障害・感染症・薬剤禁忌・⾷物禁忌などの情報を管
理出来ること。
(79) 服薬指導対象患者に対して、患者別に、指導内容および指導実施予定の⼊⼒が
出来ること。
(80) 患者の移動情報として、⼊院⽇、退院⽇、転棟、転科などの情報を管理出来る
こと。
（処⽅歴管理）
(81) 処⽅オーダ及び注射オーダで登録された薬剤の内容をカレンダー形式で表⽰出
来ること。
(82) 処⽅歴表⽰は、開始⽇順・⽤法種順・薬種順・伝票区グループ分順、Rpグルー
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

プ順でソート出来ること。
処⽅歴の処⽅情報については、新規⼊⼒・修正・削除が出来ること。
処⽅歴とは別に、服⽤歴（実施歴）を管理出来ること。
処⽅歴より、医薬品添付⽂書情報を参照出来ること。
処⽅歴とは別に、実施歴の⼊⼒・修正・削除を管理できること。
（持参薬管理）
持参薬を鑑別検索・登録出来ること。
鑑別検索・登録した持参薬情報は、薬歴にも展開、院内処⽅と同様に管理出来
ること。

(89) 持参薬の薬歴は、持参薬とわかるように表⽰出来ること。
(90) 鑑別報告書を出⼒出来ること。
（相互作⽤チェック）
(91) 処⽅歴より、相互作⽤チェック出来ること。
(92) 処⽅歴にて持参薬が菅理されている場合は、持参薬を含めて相互作⽤チェック

(93)
(94)
(95)
(96)

出来ること。
（検査歴管理）
検査データの⼊⼒が出来ること。
検査歴を処⽅歴と平⾏表⽰することが出来ること。
検査歴は値とグラフの２種類の御⽅法で表⽰が出来ること。
（薬剤情報提供書出⼒）
処⽅歴より、指定薬剤の薬剤情報提供書の編集、出⼒が出来ること。
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(97) カラー写真を印字させ患者に分かりやすい内容であること。
(98) 薬剤情報提供書のレイアウトは複数⽤意し、フォントや⽂字サイズ等を変更出
来ること。
(99) 薬剤情報提供書のレイアウトを印刷時に指定し出⼒することが可能であるこ
と。
(100) 薬剤情報提供書の服薬指導説明⽂は、患者毎に変更・登録が出来ること。
(101) 薬剤情報提供書の服薬指導説明⽂は、診療科毎にマスタ作成可能なこと。
(102) 薬剤情報提供書の服薬指導説明⽂は、薬剤単位で表⽰順番を変更・登録出来る
こと。
(103) 処⽅情報に基づく個々の医薬品の情報及び相互作⽤が参照可能なこと。
(104) 情報内容は随時メンテナンスが出来ること。
（プロブレム管理）
(105) プロブレム登録を可能とし、指導⽬標・観察計画・ケア計画・教育計画を菅理
出来ること。
(106) プロブレム登録は、テンプレートなどを利⽤した⼊⼒の効率化が図れること。
(107) プロブレム登録は、プロブレム(検索語句)・期間・診療科・担当薬剤といった条
件により、既存データを流⽤登録が可能なこと。
（服薬指導記録）
(108) 服薬指導記録は、患者名・病棟・医師・指導担当者・時系列の指導記録がとれ
ること。
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)

服薬指導記録は、SOAP＋F（フリー）形式で⼊⼒出来ること。
服薬指導記録は、プロブレムを参照しながら⼊⼒出来ること。
服薬指導記録は、過去の指導内容をを参照しながら⼊⼒出来ること。
服薬指導記録は、テンプレートなどを利⽤した⼊⼒の効率化が図れること。
服薬指導記録は、プロブレム(検索語句)・期間・診療科・担当薬剤といった条件

により、既存データを流⽤登録が可能なこと。
(114) 指導の実施有無のみ簡易登録出来ること。
(115) 算定情報を登録出来ること。
(116) ハイリスク薬剤管理指導料を算定する際には、処⽅歴を参照しながら予め設定

(117)
(118)
(119)
(120)

された対象薬剤を流⽤し登録出来ること。
（帳票出⼒）
各種統計表の出⼒が可能であること。
・薬剤管理指導実施記録簿
・薬剤管理指導統計表 など
患者退院時に、退院時指導の⼀環として、調剤薬局向け退院時服薬指導書が出

⼒出来ること。
(121) おくすり⼿帳に添付するための帳票を出⼒出来ること。
（その他）
(122) 薬品名からその薬を処⽅された患者を検索することが可能なこと。
(123) データはシステム提供業者より⼀括して提供され、更新を4回／年継続的に⾏わ
れること。
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(124) また必要に応じてインターネットよりダウンロードが出来ること。

（ハードウエアの仕様）
（散薬監査装置）
(125) 散薬監査装置は、
散薬監査端末

１台

電⼦天秤

１台

バーコードスキャナー

１台

サーマルプリンタ

１台

から構成され、各詳細機能は下記の要件を満たすこと。
(126) 散薬監査端末は、CPUがAtom E3845 4-Core (1.91GHz)相当以上、主記憶装置
の容量は４GB以上であること。
(127) PCは３２GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵していること。
(128) 散薬監査端末は、10.1インチ以上、解像度1280×768以上の5線式抵抗⽪膜⽅式
タッチパネル、⽇本語キー⼊⼒付きキーボードが付属していること。
(129) 散薬監査端末のオペレーティングシステムに関してはWindows10 IoT
Enterprise 64bit ⽇本語版 相当以上であること。
(130) 散薬監査端末は、1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、通信プロト
(131)
(132)
(133)
(134)

コルはTCP/IPであること。
電⼦天秤の表⽰はデジタル数字による表⽰であること。
電⼦天秤は計量に対する応答性に優れ、作業が迅速に⾏えること。
電⼦天秤は計量操作が容易であること。
バーコードスキャナーは⾼性能レーザータイプバーコードスキャナーであるこ
と。

(135) サーマルプリンタは⽤紙幅80mm以上で、⾚・⿊印字ができ、オートカット機能
を有すること。
（⾃動散薬分包機制御装置）
(136) ⾃動散薬分包機制御装置は、全⾃動散薬分包機制御端末１台で構成され、各詳
細機能は下記の要件を満たすこと。
(137) ⾃動散薬分包機制御装置はCPUが Core i5-8365U (1.60GHz) 相当以上、主記憶
装置の容量は4GB以上であること。
(138) ⾃動散薬分包機制御装置は128GB以上の物理容量を持つソリッドステートドラ
イブを内蔵していること。
(139) ⾃動散薬分包機制御装置は15.6インチ以上、解像度1366×768以上液晶カラー
ディスプレイ、⽇本語キー⼊⼒付きキーボードが付属していること。
(140) ⾃動散薬分包機制御装置のオペレーティングシステムに関してはWindows10
Professional ⽇本語版 相当以上であること。
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(141) ⾃動散薬分包機制御装置は1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、通
信プロトコルはTCP/IPであること。
（全⾃動散薬分包機制御装置）
(142) 全⾃動散薬分包機制御装置は、⾃動散薬分包機制御端末１台で構成され、各詳
細機能は下記の要件を満たすこと。
(143) 全⾃動散薬分包機制御装置はCPUが Core i5-7300U（2.60GHz）相当以上、主記
憶装置の容量は４GB以上であること。
(144) 全⾃動散薬分包機制御装置は128GB以上の物理容量を持つソリッドステートド
ライブを内蔵していること。
(145) 全⾃動散薬分包機制御装置は12.5インチ以上、解像度1366×768以上のタッチパ
ネル、⽇本語キー⼊⼒付きキーボードが付属していること。
(146) 全⾃動散薬分包機制御装置のオペレーティングシステムに関してはWindows10
Professional ⽇本語版 相当以上であること。
(147) 全⾃動散薬分包機制御装置は1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、
通信プロトコルはTCP/IPであること。
（全⾃動錠剤分包機制御装置）
(148) 全⾃動錠剤分包機制御装置は、全⾃動錠剤分包機制御端末１台で構成され、各
詳細機能は下記の要件を満たすこと。
(149) 全⾃動錠剤分包機制御装置はCPUがインテル CPU変更Core i3-10100(3.60GHz)
相当以上、主記憶装置の容量は4GB以上であること。
(150) 全⾃動錠剤分包機制御装置は500GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を
内蔵していること。
(151) 全⾃動錠剤分包機制御装置はDVD-ROMドライブを内蔵していること。
(152) 全⾃動錠剤分包機制御装置は19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カ
ラーディスプレイ、⽇本語キー⼊⼒付きキーボードおよびマウスが付属してい
ること。
(153) 全⾃動錠剤分包機制御装置のオペレーティングシステムに関してはWindows10
Professional ⽇本語版 相当以上であること。
(154) 全⾃動錠剤分包機制御装置は1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、
通信プロトコルはTCP/IPであること。
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１９．⽿⿐科眼科ファイリングシステム
（ソフトウェアの仕様）
(1) （基本機能）
(2) 病院情報システム(HIS)・電⼦カルテと連携し、各種検査結果を患者単位で有効
に取得・管理・保存する機能を有すること。
(3) ⼀般機能として、診療科の種別に関わらず⼀般的なフォーマットの静⽌画、動画
の出⼒を⾏う検査機器の結果を汎⽤画像として管理できること。
(4) 部⾨システム機能として、診療科独⾃の数値や画像などの検査結果を出⼒する機
器（⾃科検査機器）の結果管理ができること。
(5) 部⾨システム機能として、検査者が判断するスコアーの管理を簡単に⼊⼒し、時
系列・グラフ化等をもって有効に管理する機能を有すること。
(6) 汎⽤画像に対して加筆修正が可能であること。 またこの加筆修正の仕組みが患
者に対してインフォームドコンセントに有効に利⽤できる仕組みとして実装され
ていること。
(7) クライアント・サーバシステムで動作し、300台以上のクライアントでの運⽤が
可能であること。また、サーバのDBアクセスはワークフローコントローラなど
のミドルウェアで有効にトランザクション管理されていること。（指定されたＣ
ＰＵに限ります。）
(8) クライアント・サーバシステムで動作し、300台以上のクライアントでの運⽤が
可能であること。また、サーバのDBアクセスはワークフローコントローラなど
のミドルウェアで有効にトランザクション管理されていること。（指定されたＣ
ＰＵに限ります。）
(9) 医師の加筆する部分については、当院の運⽤管理規程に基づき保存されたデータ
が改ざんされることなく保存当時と同様に読み出せること。
（電⼦カルテ連携機能）
(10) 電⼦カルテ本体部分であるオーダ機能、所⾒記載機能と独⽴して動作し、万⼀の
本体の動作不良時においてもその影響を受けることなく各種検査結果の取り込み
が⾏えること。
(11) 検査結果の数値データはロールペーパーに取り込まれ、表⽰されたデータを⼀
括、⼜は部分コピーにて電⼦カルテ側にペーストして頂きます。
(12) 汎⽤画像については必要とされる画像のみをコピーして電⼦カルテ側にペースト
して頂きます。
(13) 電⼦カルテのクライアント機能と汎⽤画像管理システムのクライアント機能が同
⼀のクライアントで利⽤でき、お互いに⼲渉することなく動作すること。
(14) 電⼦カルテ本体部分から引数付きで起動でき、電⼦カルテで診察中の患者の汎⽤
画像群を表⽰させることができること。P-Luncherというソフトを使⽤して電⼦
カルテ画⾯から独⾃に患者情報を取得して電⼦カルテの起動と共にＣｌａｉｏを
起動します。
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（インターフェイス及びクライアント機能）
(15) サムネイル表⽰・サムネイルリストから、汎⽤画像の検索が可能であること。
(16) サムネイル上に検査⽇・加筆状態・画像種別等の情報を表⽰できること。
(17) 撮影⽇・画像種別・診療科・各フラグ情報等でサムネイルを絞り込んで表⽰する
機能を有すること。
(18) 汎⽤画像を表⽰するエリアは、全画⾯表⽰・２分割表⽰・４分割表⽰可能で、表
⽰する汎⽤画像をサムネイルから指定できること。
(19) 患者説明時に説明内容を判り易くするために、汎⽤画像に対して加筆修正が可能
であること。
(20) 加筆修正時に、キーボード・マウスの他にペンタブレットデバイスからの⼊⼒を
有効に利⽤可能な仕組みを持つこと。（スムーズなペンの軌跡を再現できるこ
と。）
(21) 加筆修正時に、患者説明に使う⽂⾔が⽂字テンプレートとして登録でき、簡単な
操作でその⽂⾔を利⽤できること。
(22) テンプレートは４００種類以上登録する事ができ、種類や医師によって使い分け
ること可能な仕組みを持つこと。
(23) 加筆修正時に、矩形・円の描画、⾃由線・直線の描画、テキスト⼊⼒ができるこ
と。
(24) 加筆修正した内容は、オリジナルの汎⽤画像とは別に管理し、オリジナルと加筆
修正後の汎⽤画像が切り替え表⽰できること。
(25) 診療科を超えて加筆をする場合には、オリジナルの汎⽤画像とは別に管理できる
仕組みを有すること。
(26) 加筆修正の履歴が、全て更新履歴として保存されていること。
(27) シェーマを登録することができ、登録されたシェーマを呼び出し加筆した結果を
汎⽤画像として登録できること。
(28) シェーマ作成時に、キーボード・マウスの他にペンタブレットデバイスからの⼊
⼒を有効に利⽤可能な仕組みを持つこと。（筆圧感知・スムーズなペンの軌跡を
再現できること。）
(29) ⽂⾔が⽂字テンプレートとして登録でき、簡単な操作でその⽂⾔を利⽤できるこ
と。
(30) シェーマDoの機能を有すること。
(31) 汎⽤画像として取り込まれた動画の再⽣機能を有すること。 再⽣機能は、停
⽌・再⽣・繰り返し再⽣の指定が可能であること。
(32) 再⽣中の動画に対して、加筆が可能であること。
(33) 動画を再⽣中に取り込み指⽰を⾏い、静⽌画の汎⽤画像として新たに登録できる
こと。 動画が再⽣中の場合は、取り込み指⽰が⾏われた時点で表⽰されている
フレームが取り込まれること。

再⽣中の動画に加筆されていた場合、新たに登

録される汎⽤画像に加筆内容が反映されていること。
(34) 現在表⽰している汎⽤画像をクライアントに接続されれたプリンタにプリントア
ウトできること。
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(35) 登録済みの汎⽤画像を指定のフォルダにJPEG画像としてエクスポートできるこ
と。
(36) 汎⽤画像単位に、画像種別・撮影⽇・撮影者（検査者）・病名・追加テキスト情
報・5種類以上の任意のフラグ情報を汎⽤画像付加情報として登録できること。
（基本的検査画像取り込み機能）
(37) 以下に挙げる⼀般的な外部インタフェースを有する検査機器と接続・連携して検
査画像を取得し、取り込み端末の画⾯上で実際の映像を確認しながら、静⽌画・
動画を汎⽤画像として登録する機能を有すること。
(38) S-VIDEO信号もしくはコンポジット信号で信号出⼒する検査機器から静⽌画・動
画が取り込めること。
(39) IEEE1394経由でデータ連携するデジタルCCD接続機器から、静⽌画・動画が取
り込めること。
(40) USB経由でデータ連携するデジタルカメラ接続機器から、静⽌画が取り込めるこ
と。
(41) 静⽌画・動画の取り込みが、キーボード・マウス・フットスイッチ・⼿元スイッ
チ等で⾏えること。
(42) 動画の取り込み時間を指定できる録画タイマー機能を有し、指定時間経過後、録
画が⾃動的に停⽌すること。
(43) 録画タイマーは、通常使⽤する指定時間を解除して⼀時的に任意の時間を指定で
きること。
(44) 取り込んだ静⽌画・動画に関連付けて、画像種別・取込み実施者・⽇時等の汎⽤
画像付加情報を⾃動的に付与する機能を有すること。
(45) イメージスキャナから汎⽤画像の取り込みが可能で、取り込んだ汎⽤画像に種別
フラグを設定できる機能を有すること。
(46) BMP・JPEG・PNGの画像を、ドラッグ・アンド・ドロップで汎⽤画像として登
録できること。
(47) ドラッグ・アンド・ドロップで取り込んだ画像については、画像が作成された⽇
付けを元に管理され、取り込み⽇時、ファイル名を管理すること。
(48) 検査機器が患者ID⼊⼒デバイスを持ち、検査画像に対してその情報を付与して連
携可能な場合は、⾃動的に検査実施患者の検査画像を汎⽤画像として取り込む事
ができること。
（眼科検査管理機能）
(49) 「基本的検査画像取り込み機能」に加えて以下の眼科専⽤の機能を有すること。
(50) 画像検査機器についてそれぞれ専⽤の連携プログラムにより⾃動的に画像や左右
眼の情報を取り込みできること。
(51) 数値を出⼒する検査機器と直接連携して数値検査データを取得できること。
(52) ノンコン・レフケラ・レンズメータ・視野計等のシリアルポート経由の数値検査
結果を各機器・メーカ毎に解析し、有効に取り込みが⾏えること。
(53) スペキュラー解析結果の画像管理が⾏えること。
(54) OCT解析結果の画像管理が⾏えること。
(55) ⾃覚⼊⼒の他、以下と検査⼊⼒テンプレートを有すること。
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・⾃覚視⼒
・⾃覚視⼒（左右それぞれ15回以上）
・⼿術経過による⾃覚視⼒
・コンタクトレンズ合わせのための視⼒（コンタクトレンズの種類も⼊⼒できる
・眼圧（複数回⼊⼒し、平均値がでること）
・AC/A⽐
・CFF
・ステレオテスト
・Maddox正切尺
・眼球突出度
・眼軸⻑
・検影法
・残像検査
・涙液
・プリズム遮閉
・BET
・標準⾊覚検査
・パネルD-15
・⾓膜情報
・瞳孔径
・スペキュラ
・斜視
・眼位
・眼瞼
・眼窩
・涙道
・術前検査
・中⼼窩網膜厚
(56) 視⼒⼊⼒について、前回の値を引⽤できる仕組みを有すること。
(57) 各検査項⽬全てに対して、コメントを⼊⼒できること。
(58) コメントについては、検査時間の短縮を⽬的とし簡易な操作で⼊⼒できる仕組み
を有すること。
(59) テンプレートの⼊⼒動作は記号⼊⼒も含め、マウス・その他ポインティングデバ
イス・タッチパネル液晶モニター等で、クリックやタッチで簡単に⼊⼒できる仕
組みを持つこと。
(60) 眼鏡処⽅箋・コンタクトレンズ処⽅箋などの書類発⾏機能を有すること。
(61) 各種検査結果は検査⽇・検査者の別を持って検査サマリー画⾯で管理可能なこ
と。
(62) 検査サマリー画⾯から当該の検査をクリックすることで当該の画像や数値が表⽰
されること。
(63) 画像検査は種別ごとにサムネイルが表⽰され時系的に管理する事が可能なこと。
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(64) 数値検査結果はユーザ毎に指定する項⽬順に表⽰が可能であること。
(65) 数値検査結果は指定された期間で他の検査結果と合わせてグラフ表⽰可能なこ
と。
(66) 画像検査・数値検査を含めて、当⽇の全ての検査結果を⽇別検査⼀覧として表⽰
管理する機能を有すること。
(67) ⽇別検査⼀覧から任意の検査をクリックする事で、当該検査データが表⽰される
こと。
(68) 検査結果ビューアー機能を有し、結果データの表⽰だけでなく、別レイヤー上に
⼿書き加筆・テキスト追加ができること。
（⽿⿐科検査管理機能）
(69) 「基本的検査画像取り込み機能」に加えて以下の⽿⿐科専⽤の機能を有するこ
と。
(70) 既存の標準純⾳聴⼒検査装置からの数値データを取得し、⾃動的にオージオグラ
ムを作成して表⽰できること。
(71) 標準純⾳聴⼒検査に準じたテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏えること。
(72) 標準⽿鳴検査法に準じたテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏えること。
(73) 平衡機能検査において、⾜踏み検査、頭位変換眼振、偏倚テスト、温度刺激検査
（カロリック）のテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏えること。
(74) 顔⾯神経検査において、表情筋スコア、電気味覚検査、涙液検査、神経興奮性検
査のテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏えること。
(75) 発声機能検査のテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏えること。
(76) 嚥下内視鏡検査、嚥下透視検査のテンプレートを有し、検査結果の⼊⼒が⾏える
こと。
(77) テンプレートの⼊⼒動作は記号⼊⼒も含め、マウス・その他ポインティングデバ
イス・タッチパネル液晶モニター等で、クリックやタッチで簡単に⼊⼒できる仕
組みを持つこと。
(78) 数値検査結果は指定する２つの⽇の検査結果をグラフ表⽰⽐較可能なこと。
(79) 各種検査は検査⽇･検査種別のマトリックス形式による検査サマリー画⾯で全て
管理可能なこと｡
(80) 検査サマリー画⾯から当該の検査をクリックすることで当該の画像や数値が表⽰
されること。
(81) 数値検査結果はユーザ毎に指定する項⽬順に表⽰が可能であること。
(82) 画像検査、数値検査を含めて、当⽇の全ての検査結果を⽇別検査⼀覧として表⽰
管理する機能を有すること。
(83) ⽇別検査⼀覧から任意の検査をクリックする事で、当該検査データが表⽰される
こと。
(84) 検査結果ビューアー機能を有し、結果データの表⽰だけでなく、別レイヤー上に
⼿書き加筆・テキスト追加ができること。
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２０．リハビリ管理⽀援システム
(操作性)
(1) 患者⼀覧、予約画⾯、実績画⾯が同⼀画⾯に表⽰できること。
(2) 磁気診察カードリーダ(複数メーカ)により、患者の認識ができること。
(3) 基本的(種別・訓練・疾患名・障害名・⼿術名・住所等)なマスターは初期準備さ
れていること。
(4) 患者データの登録は、⽒名、⽇付以外はマウスで操作できること。
(5) ログイン機能があり履歴を参照できること。
(6) ログイン者毎に設定情報及び画⾯情報を保存できること。
(7) ログイン者毎にシステム全体・マスタの設定変更権限を制御することができるこ
と。
(8) 単⼀の端末上で電⼦カルテとの相乗りが出来ること。
(9) IDカードリーダにより、患者名、⽣年⽉⽇、性別等患者の属性が取込みできるこ
と。
(10) 院内の全端末にインストールされており操作ができること。(同時接続制限あり)
(11) クライアントのマスタ端末を作成できること。
(12) シングルサインオンに対応しており、院内システム(電⼦カルテ)へのログインで
利⽤できること。
(13) クライアント端末は⾃動でPG更新が⾏われること。
(患者データ)
(14) ⽒名、フリガナ、性別、⽣年⽉⽇、年齢、⼊退院情報、介護度、郵便番号、住
所、電話番号の情報を管理できること。
(15) 「別に厚⽣労働⼤⾂が定める患者」に対して、9単位算定可能最終⽇を登録でき
ること。
(16) 摂⾷機能療法の治療開始⽇を保持できること。
(17) 障害者⼿帳の発効⽇を保持できること。
(18) 感染症、せき損患者のチェックができること。
(19) 1患者1療法に対し、基本パターンを9個登録できること。また基本パターン1つ1
つに対し予定パターンが登録できること。
(20) 起算⽇、治療開始⽇、計画評価の基準⽇、リハビリ開始⽇、中⽌⽇、再開⽇、リ
ハビリ終了⽇を保持できること。
(21) 呼吸器リハビリテーション及び⼼⼤⾎管疾患リハビリテーションについては、加
算の起算⽇を保持できること。
(22) 申し送り欄があること。また、申し送り事項のタイトル名を変更できること。
(患者⼀覧)
(23) 表⽰項⽬は通し番号、患者ID、患者⽒名、フリガナ、病棟、種別、算定パター
ン、担当者、診療報酬区分、最終実施⽇、リハ終了⽇、診療科、当⽇実施の有無
を表⽰できること。
(24) 表⽰項⽬はログイン者毎で任意に設定できること。ログイン者ごとに並び替えも
できること。
(25) 表⽰項⽬の表⽰順を設定できること。
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フォントのサイズをログイン者毎に設定できること。
退院患者、終了患者は表⽰・⾮表⽰に設定できること。
表⽰内容を病棟＆担当者(複数指定)できること。
当⽇予約患者のみ表⽰できること。
患者ID、フリガナで患者を検索できること。
(予約管理)
(31) 予約ウィンドウは担当者ウィンドウ、患者ウィンドウ、病棟ウィンドウが準備さ
れていること。
(32) 担当者ウィンドウは⽇付ごとに予約患者数(実⼈数・延べ⼈数)、予約単位数、予
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

約週単位数が表⽰できること。
(33) 担当者ウィンドウは複数担当者の表⽰ができること。また⼀担当者表⽰の場合は
複数⽇数(最⼤220⽇)の表⽰ができること。
(34) 担当者ウィンドウの表⽰項⽬は患者名、ID、⼊外区分、病棟、診療報酬区分、種
別、起算⽇からｎ⽇以内の識別、基本パターン、基準担当者、予定パターン優先
度、予定開始時刻、訓練場所、診療科が表⽰できること。表⽰する内容と表⽰順
はログイン者毎に設定できること。
(35) 担当者ウィンドウのフォントサイズ＆⾏間隔をログイン者毎に指定できること。
(36) 担当者ウィンドウの予約時間枠を設定できること(5〜60分)。
(37) 担当者ウィンドウの実績登録した患者は患者名の表⽰⾊が変わること。またツー
ルチップが表⽰され、実施担当者、実施時間がわかること。
(38) 担当者ウィンドウで時間重複している患者は患者名の表⽰⾊が⾚くなること。ま
たツールチップが表⽰され、エラー内容と重複している患者名がわかること。
(39) 担当者ウィンドウでは同⼀時間枠に複数患者が表⽰できること(⼼⼤リハや集団
療法の場合)。
(40) 担当者ウィンドウに会議やカンファレンスなど対象外時間帯予約が設定できるこ
と。
(41) 担当者ウィンドウ内での予約登録は患者検索または、患者⼀覧から患者を選択し
てドラック＆ドロップまたはクリック操作で予約が取れること。
(42) 患者ウィンドウは⽇付ごとに予約単位数、当⽉実施単位数が表⽰できること。
(43) 患者ウィンドウの予約単位数は「別に厚⽣労働⼤⾂が定める患者」については9
単位まで。それ以外は6単位までとし。それ以上予約すると⾚字で表⽰されるこ
と。
(44) 患者ウィンドウは理学、作業、⾔語、リハビリ以外の予約が表⽰できること。
(45) 患者ウィンドウから予約が取れること。最⼤220⽇間先まで取れること。
(46) 患者ウィンドウでは次回予約が確認できること(次回が半年先の場合などでも⼀
⽬でわかること)。
(47) 患者ウィンドウの患者切り替えは患者検索または患者⼀覧の患者から、担当者
ウィンドウの患者から指定して変更できること。
(48) 患者ウィンドウと担当者ウィンドウが同⼀画⾯に表⽰できること。患者ウィンド
ウで予約した内容はリアルタイムで担当者ウィンドウに反映できること。
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(49) 患者ウィンドウのフォントサイズ＆⾏間隔をログイン者毎に指定できること。
(50) 病棟ウィンドウは⽇付ごとに予約単位数、当⽉実施単位数が表⽰できること。
(51) 病棟ウィンドウの予約単位数は「別に厚⽣労働⼤⾂が定める患者」については9
単位まで。それ以外は6単位までとし。それ以上予約すると⾚字で表⽰されるこ
と。
(52) 病棟ウィンドウは理学、作業、⾔語、リハビリ以外の予約が表⽰できること。
(53) 病棟ウィンドウの患者の並び順を変更できること。フリガナ、病室、当⽉単位数
で並び替えできること。
(54) 病棟ウィンドウと担当者ウィンドウを同⼀画⾯に表⽰できること。病棟ウィンド
ウで予約した患者はリアルタイムで担当者ウィンドウに反映できること。
(55) 対象外時間帯にリハビリ予約を登録する際に警告メッセージが表⽰されること。
(56) 患者の予約変更(予約時間、担当者、訓練場所、種別移動)ができること。また他
の療法への変更もできること(例：理学の予約を作業へ変更)。
(57) 他の療法、リハビリ以外予約、対象外時間帯に予約を登録する場合は警告メッ
セージが表⽰されること。
(58) 予約のコピー機能があること。コピー先に予約がある場合は「上書き」「上書き
しない」「確認メッセージを表⽰」ができること。
(59) ⼀度に全患者の予定⼀括作成ができること。
(60)
予定⼀括作成の条件設定
作成単位は全療法、療法、担当者ができること。
作成期間は最⼤1ヶ⽉間できること。
患者毎に条件設定(曜⽇ごとの「予定時刻」、「担当者」、「訓練場所」、「種
別」、「週回数」)指定できること。
担当者が休みのとき、または単位数オーバの際に他の担当者に振り分ける機能が
あること。
リハビリ以外の予約を調整して作成できること。
(61)

リハビリ以外の予約が取れること。予約⽇は⼀⽇単位、もしくは指定週、指定曜
⽇単位でおこなえること。

(62) 予約の削除ができること。全期間⼀括削除ができること。
(63) 患者毎に指定⽇以降の⼀括削除ができること。削除時に予定データの⼊外選択・
曜⽇指定ができること。
(64) 退院する患者に関する翌⽇以降の⼊院時リハビリ予約について、オプションで退
院⽇以降の予約に対し、以下の処理を⾏うことができること。
「そのまま表⽰する」「表⽰しない」「外来リハビリ予約に変更する」
(65) ⼊院する患者に関する翌⽇以降の外来時リハビリ予約について、オプションで⼊
院⽇以降の予約に対し、以下の処理を⾏うことができること。
「そのまま表⽰する」「表⽰しない」「⼊院リハビリ予約に変更する」
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(66) 予約作成時、「担当者の上限単位数(週108単位)、患者の上限単位数(標準的算定
⽇数超え、⽉13単位)のチェックを⾏うことができること。また当⽇の単位数は

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

「当⽇予約単位数」または「当⽇実績単位数」を選択することができること。
(予約票発⾏印刷)
患者ID単位で予約票を印刷できること。
指定⽇以降の予約を印刷できること。
予約票のレイアウト変更ができること。
(受付・実績登録)
担当者の予定ウィンドウと実績ウィンドウが同⼀画⾯内に表⽰できること。
担当者の予定ウィンドウと実績ウィンドウに表⽰する担当者はそれぞれに設定で

きること。
(72) 担当者の予定ウィンドウと実績ウィンドウに表⽰する時間枠はそれぞれに設定で
きること(例：予定ウィンドウは20分枠。実績ウィンドウは22分枠)。
(73) 実績ウィンドウは⽇付ごとに実施患者数、実施単位数、実施週単位数が表⽰でき
ること。
(74)
実績ウィンドウは複数担当者の表⽰ができること。また⼀担当者表⽰の場合は複
数⽇数(最⼤220⽇)の表⽰ができること。
(75) 実績ウィンドウの表⽰項⽬は患者名、ID、⼊外区分、病棟、診療報酬区分、種
別、起算⽇からｎ⽇以内の識別、基本パターン、基準担当者、受付開始時間、受
付開始終了時間、訓練場所、診療科、備考⼊⼒済みに識別が表⽰できること。表
⽰する内容と表⽰順はログイン者毎に設定できること。
(76) 登録した基本パターンを利⽤して実績登録ができること。また実績登録時に単位
数等を変更した際も基本パターンは変更されないこと。
(77) 実績ウィンドウのフォントサイズ＆⾏間隔をログイン者毎に指定できること。
(78) 実績ウィンドウの実績時間枠を設定できること(5〜60分)。
(79) 実績ウィンドウに実績登録する前に、他の療法の登録情報が確認できること(訓
練時間、担当者、療法、単位数)。
(80) 実績ウィンドウでは実施コメントを⼊⼒した患者を識別できること。
(81) 時間重複している患者は患者名の表⽰⾊が⾚くなること。またツールチップが表
⽰され、エラー内容がわかること。
(82) 実績登録は予定ウィンドウの患者を選択または、患者⼀覧の患者を選択してド
ラック＆ドロップまたはクリック操作で登録ができること。
(83) 患者を検索して実績登録ができること。
(84) 磁気診察カードリーダから実績登録ができること。
(85)

1患者1療法に対し、基本パターンを登録できること。また登録したパターンを
利⽤して実績登録ができること。
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(86)
脳⾎管疾患等リハビリテーションⅠ・Ⅱ･Ⅲ、運動器リハビリテーションⅠ・
Ⅱ・Ⅲ、⼼⼤⾎管疾患リハビリテーションⅠ・Ⅱ、呼吸器リハビリテーション
Ⅰ・Ⅱ、(以下、疾患別リハビリ)、難病患者リハビリテーション、がん患者リハ
ビリテーションが算定できること。また脳⾎管疾患等リハビリテーションについ
ては廃⽤症候群とそれ以外を区別して算定できること。
(87) それぞれの疾患別リハビリにおいて定められている算定上限⽇数を超えた場合、
確認メッセージが表⽰され制限がかかること。
(88) それぞれの疾患別リハビリにおいて定められている起算⽇(発症⽇)より14⽇以内
は初期リハビリテーション加算が、30⽇以内は早期リハビリテーション加算が
⾃動算定されること。
(89) それぞれの疾患別リハビリにおいて定められている算定上限⽇数を超えた場合、
1ヶ⽉当たり13単位まで算定できること。また要介護被保険者等については維持
期リハビリテーション評価として算定できること。
(90) 算定上限⽇数を超えた場合でも、厚⽣労働⼤⾂が定める患者であって、治療を継
続することにより状態の改善が期待できると判断される場合には、算定上限⽇数
を超えても所定点数が算定できること。
(91) 理学・作業・⾔語聴覚療法あわせて患者1⼈につき1⽇6単位を超えた場合、確認
メッセージが表⽰され種別の変更要求が表⽰される。別に厚⽣労働⼤⾂が定める
患者については1⽇9単位を超えた場合、確認メッセージが表⽰されること。
(92) 訓練開始⽇からの訓練経過⽉を表⽰できること。
(93) 担当療法⼠不在の場合、実施時に警告ができること。
(94) 算定可能⽇数が30⽇を切った患者の実施登録時、残り⽇数を表⽰できること。
表⽰させる⽇数は0〜30⽇の中から選択できること。
(95) 実施登録時、当⽉にリハ総合計画評価を算定していない患者はメッセージが表⽰
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)

されること。毎⽉何⽇から表⽰させるか設定できること。
実績登録時、訓練の空き時間を⾃動で作ることができること。
訓練場所毎に空き時間を設定できること。
複数患者を同時に⼀括実施できること。
療法⼠1⼈当たり1⽇最⼤24単位までの制限ができること。
1担当者で患者の時間重複チェックを⾃動で⾏い重複している場合は確認メッ
セージが表⽰される。また、1患者で他療法(理学・作業・⾔語)での時間重複も

チェックされ確認メッセージが表⽰されること。
(101) 回復期リハビリテーション病棟⼊院料を算定する患者に対して、別に厚⽣労働⼤
⾂が定める患者に該当するので、1⽇9単位まで算定可能となり、それぞれの⽇
数チェックができること。
(102) 回復期リハビリ病棟専従療法⼠の受付管理や集計なども区別して⾏うことができ
ること。
(103) 消炎鎮痛器具等による処置を管理できること。
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(104) 障害児(者)リハビリテーション料が算定できること。また年齢別による⾃動判定
が可能なこと。
(105) 疾患別リハビリ、がん患者リハビリテーション及び障害児(者)リハビリテーショ
ン料は同⼀⽇に算定できないので確認メッセージをだし制限をかけること。
(106) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料が単位制として管理できること。また、
患者1⼈つき、週6単位まで、急性増悪した患者については6⽉に1回、14⽇間に
限り1⽇4単位まで算定できること。
(107) 摂⾷機能療法が1⼈の患者につき、⽉4回まで算定できること。ただし、治療開
始後から3ヶ⽉以内の患者については毎⽇算定が可能なこと。
(108) 集団コミュニケーション療法(⾔語のみ)は1⼈につき1⽇3単位まで算定でき、集
団療法3単位を疾患別リハビリテーション1単位とみなして算定できること。
(109) リハビリ総合評価⾒直は毎⽉受付時、確認メッセージが表⽰されること。
(110) リハビリ実施計画書の前回算定⽇から1〜3ヶ⽉を経過し、且つリハビリ実施計
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)

画が未算定の場合にメッセージが表⽰されること。
当⽉で既にリハビリ総合実施計画書登録済みの場合算定有無を表⽰できること。
実施登録時に訓練内容・時間の変更を⾏なうことができること。
リハビリ受付後、処置内容を表⽰し処置表として印刷が可能であること。
リハビリ訓練内容や実施コメントを⼊⼒できること。
実施コメント⼊⼒は⼀括して複数患者をまとめて⼊⼒ができること。
実施コメント⼊⼒画⾯では過去の実施内容を参照しながら⼊⼒できること(最⼤

30⽇間の履歴参照)。
(117) 実施コメントを登録した⽂章の選択式で⼊⼒できること。(担当者毎に定型⽂登
録可)
(118) 実施コメント欄にFIM、BIの評価内容を取り込むことができること。
(119) 指導料、処置、装具採型なども算定可能であること。
(120) 1療法内で1患者が複数回(例えば午前中個別1単位、午後から個別1単位)受付でき
ること。
(121) 医療保険から介護保険への移⾏期間の2⽉⽬については疾患別リハビリテーショ
ンを7単位までとして算定できること。
(122) 単位数の計算を医療と介護を合わせて⾏えること。
(123) 予定情報を優先しながら実施⼊⼒できること。
(124) ⼊退室時間の設定が⾏えること。
(125) 訓練時間は分数を表⽰する機能があり、分単位で⼊⼒が可能で、開始と終了を⼊
⼒したら訓練時間を⾃動計算し表⽰すること。
(126) 受付患者を表⽰することができること。
(127) 実施登録時に外来処置票を⾃動で印刷する機能があること。印刷済みは⾊を付け
て表⽰ができること。
(統計資料)
(128) ⽇間集計表が診療科別や病棟別で作成できること。
(129) 週単位数の印刷が出来ること。
(130) ⽇毎にリハビリ状況を確認することができること。
(131) ⽉間集計表が担当者別で作成できること。
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(132) ⽉間集計表が診療科別や病棟別でで作成できること。
(133) リハビリの実施記録が期間指定で作成できること。担当者別や患者別で複数パ
ターンできること。
(134) 診療報酬の年間集計が作成できること。
(135) 年間の疾患別取り扱い集計表が作成できること。
(136) 年間の訓練集計表が作成できること。
(137) 予定表が担当者別に作成できること。
(138) 予定表は⽇付指定で複数⽇分作成できること。
(139) 病棟別で予定表が作成できること。
(140) 患者のスケジュール表が作成できること。
(141) 実績表の作成が出来ること(担当者別、病棟別)。
(142) 患者の⼀覧を表⽰できること。療法や疾患別等様々な条件で絞込みができるこ
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)

と。
経過報告書の印刷が⾏えること。
リハビリの算定上限チェック⼀覧が残⽇数等指定で印刷できること。
リハビリ総合計画評価料算定対象者⼀覧が表⽰ができること。
全帳票画⾯表⽰機能があること。
データを他アプリケーションソフト(Excel等)へ変換できること。
印刷項⽬がある程度選択⾃由であること。
院内の全端末から上記の統計資料等の閲覧、書き込みができること(同時接続制

限あり)。
(150) ⼀度項⽬設定した帳票は、名前を付けて100パターンまで登録、管理できるこ
と。
(151) 事業団本部提出⽤304統計が⾏えること。
(152) (8)機能効果
(153) FIM、BI、脳⾎管疾患初期評価、SIAS、徒⼿筋⼒検査、関節可動域検査、
MMSE、CDR、ADASが準備されていること。
(154) 患者別に評価内容がグラフ表⽰できること。
(155) マウスで選択するだけで評価点数の⼊⼒ができること。
(156) 病院独⾃の評価表形式も、ユーザで簡単に作成・変更ができること。
(157) 病院独⾃の形式に対応できること。ユーザで簡単に作成・変更ができること。
(158) (回復期管理機能)
(159) 様式49の1〜6に必要な情報が出⼒できること(最新の診療報酬に対応しているこ
(160) 期間指定による出⼒項⽬指定で患者情報をCSV出⼒できること。
(161) ⽇常⽣活機能評価、FIM、バーセル指数、看護必要度Ａ項⽬の⼊⼒ができるこ
(162) 回復期管理機能に未登録の患者⼀覧を確認できること。
(163) 単位数予測機能があること。また予測した単位数に対し、不⾜単位数・残り期間
の必要実施平均単位数が算出されること。
(164) 実績指数(利得率)の算出ができること。また実績指数は⾼次脳機能障害の患者を
省いて計算できること。
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(165) 当⽉(もしくは指定期間)の回復期患者の以下の情報を表⽰し、設定した値以下の
場合は⾚字表⽰ができること。
・現在⼊棟患者数
・回復期対象患者数
・当⽉新規⼊棟患者数
・⽇常⽣活評価10点以上の患者数
・重症患者の割合
・当⽉新規退棟患者数
・在宅復帰率
・重症患者改善率(3点以上)
・⼀⽇当たりの提供単位数
・(休⽇)単位数
・(休⽇以外)単位数
・アウトカム除外対象患者の割合(％)
・⾼次脳機能障害患者の割合(％)

(166)
(167)
(168)
(169)
(170)

(地域包括ケア管理機能)
様式50の3に必要な情報が出⼒できること(最新の診療報酬に対応しているこ
期間指定による出⼒項⽬指定で患者情報をCSV出⼒できること。
⽇常⽣活機能評価、FIM、バーセル指数、看護必要度A項⽬の⼊⼒ができるこ
地域包括ケア管理機能に未登録の患者⼀覧を確認できること。
単位数予測機能があること。また予測した単位数に対し、不⾜単位数・残り期間

の必要実施平均単位数が算出されること。
(171) 当⽉(もしくは指定期間)の地域包括ケア患者の以下の情報を表⽰し、設定した値
以下の場合は⾚字表⽰ができること。
・現在⼊棟患者数
・地域包括ケア対象患者数
・当⽉新規⼊棟患者数
・重症患者の割合
・当⽉新規退棟患者数
・在宅復帰率
・⼀⽇当たりの提供単位数

(172)
(173)
(174)
(175)

(計画書・各種評価表)
Web機能により、院内のネットワーク上の端末で、閲覧・作成ができること。
職種毎に記載範囲を表⽰できること。
厚⽣労働省が指定する総合実施計画書や実施計画書が標準で準備されているこ
病院指定の書式で複数パターン作成でき、新規作成や変更に費⽤が発⽣しないこと
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(176) 作成状況(未作成・⼀部作成・作成済み)が表⽰でき、職種毎に記載状況が確認で
きること。
(177)
作成帳票を患者・帳票・記載者・作成⽇・作成状態で絞り込みをかけて検索できる
(178)
(179)
(180)
(181)

機能効果や回復期管理機能で作成したFIM、BIを取込むことができること。
各項⽬で⼊⼒した点数の合計が⾃動計算されること。
前回作成した計画書・評価表を複写して、作成できること。
期間指定による各評価項⽬の条件指定で患者を絞り込むことができ、CSV出⼒で

きること。
(182) 管理者権限によりユーザで簡単に項⽬マスタや職種マスタの作成・変更・削除が
できること。
(183) 作成した計画書・評価表をExcelまたはテキスト出⼒できること。
(184) 作成した計画書・評価表をPDFプレビューできること。
帳票毎に分類できること。
(185) (他システム連携)
(186) 患者属性(ID・名前・⽣年⽉⽇・性別・⼊院情報等)の取込みができ、随時⾃動変
更されること。
(187) 医事システムに実績(会計)情報を送信できること。
(188) オーダ情報(処⽅、指⽰)の取込みができ、オーダ患者の⼀覧が画⾯に随時表⽰で
きること。
(189) 電⼦カルテに実施内容(リハカルテ)を送信できること。
(190) Web機能で作成した帳票を電⼦カルテに送信できること。
(その他)
(191) サポート契約締結によりユーザ様の要望もとに機能アップを⾏い、最低年1回
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)

バージョンアップを⾏うこと。 また疑義解釈への対応を⾏うこと。
最低年1回パッケージの機能強化を⾏うこと。
施設基準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに対応できること。
サポート契約締結により診療報酬改訂の⼤⼩に関わらず即対応していること。
47都道府県に納⼊実績があること(1100ユーザー以上)。
介護保険にも対応していること。
無線LANでの運⽤ができること。
現⾏のリハビリ部⾨システムのデータを全て移⾏できること。
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２１．病歴システム
1.
診療情報管理機能
1.1 システムの起動と利⽤権
(1) システムは職種により利⽤できるメニューが制限できること。
1.2 基本機能
(1) 患者基本情報、⼊退院情報、病名情報、⼿術情報、治療・処置情報、画像・⽣理
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

情報、病理情報、感染症情報、分娩情報が登録できること。
退院⽇、診療科、主治医等から対象患者を簡単に検索できること。
管理項⽬、選択リストは必要に応じて追加、変更できること。
未記⼊、記⼊済み、確定済みのステータスで管理できること。
職種により、登録権限を制限できること。
職種により、利⽤できるメニューが制限できること。
病歴情報へのアクセス履歴（保存、登録等）の管理できること。
電⼦カルテシステムまたは医事会計システムに接続し、患者基本情報や⼊退院情
報の取得ができること。

1.3 ⼀覧機能
(1) 病歴登録⼀覧、⼊院患者⼀覧の専⽤画⾯を有すること。
(2) 病歴登録⼀覧、⼊院患者⼀覧画⾯にて指定した検索条件は利⽤者単位で保存でき
ること。
(3) ⼀覧表⽰されたデータをExcel形式で出⼒、保存ができること。
また出⼒時に印字させる情報は任意に指定ができること。
1.4 患者基本情報登録機能
(1) 患者ID、患者⽒名、性別、住所、⽣年⽉⽇は電⼦カルテシステムまたは医事会計
システムの登録内容を元に⾃動作成できること。
1.5
(1)
(2)
(3)
(4)

⼊退院情報登録機能
⼊退院歴として⼊院⽇、退院⽇、診療科、主治医、病棟を管理すること。
⼊退院歴が作成できること。
⼊退院歴は１⼊院単位、または転科単位での管理ができること。
紹介元、紹介先医療機関の登録ができること。
また医療機関はマスタからの選択を⾏えることができ、⽂字検索、分類検索、科
セット頻⽤医療機関にて絞り込みができること。
⽂字検索では前⽅⼀致、部分⼀致、後⽅⼀致での検索ができること。

1.6 病名情報登録機能
(1) ICD-10により管理できること。
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(2) 病名マスタからの選択ができること。選択に際しては、⽂字検索、ICDコード検
索、分類検索、科セット病名からの選択ができること。
⽂字検索、ICDコード検索では前⽅⼀致、部分⼀致、後⽅⼀致での検索ができる
こと。
(3) 病名マスタはMEDISの最新病名マスタをダウンロードして容易に取込できるこ
と。
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.7
(1)
(2)
(3)

各診断名に主疾患、合併症等の区分を付与できること。
各診断名に転帰の付与できること。
病名コードの修正ができること。修正可能者は職種等での限定できること。
当該患者に過去付けられた病名から選択して登録できること。
⼆重分類⽤の病名コードの登録ができること。
⼿術情報登録機能
⼿術コードはICD９CM、Kコードで管理できること。
⼿術コードの修正ができること。修正可能者は職種等で限定できること。
⼿術に関する備考の登録ができること。

(4) 各⼿術に主⼿術、従⼿術等の区分を付与できること。
(5) ⼿術マスタからの選択ができること。選択に際しては、⽂字検索、コード検索、
分類検索、科セットからの選択ができること。
⽂字検索、コード検索では前⽅⼀致、部分⼀致、後⽅⼀致での検索ができるこ
と。
(6) ⼿術マスタはMEDISの最新⼿術マスタをダウンロードして容易に取込できるこ
と。
1.8
(1)
(2)
(3)

治療・処置情報登録機能
ICD９CMコードでの管理ができること。
コードの修正ができること。修正可能者は職種等で限定できること。
マスタからの選択を⾏えること。選択に際しては、⽂字検索、コード検索、分類
検索、科セットからの選択ができること。
⽂字検索、コード検索では前⽅⼀致、部分⼀致、後⽅⼀致での検索ができるこ
と。

(4) 処置マスタはMEDISの最新処置マスタをダウンロードして容易に取込できるこ
と。
(5) 治療・処置に関する備考の登録ができること。
1.9 画像・⽣理情報登録機能
(1) ICD９CMコードでの管理ができること。
(2) コードの修正ができること。修正可能者は職種等で限定できること。
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(3) マスタからの選択ができること。選択に際しては、⽂字検索、コード検索、分類
検索、科セットからの選択ができること。
⽂字検索、コード検索では前⽅⼀致、部分⼀致、後⽅⼀致での検索ができるこ
と。
1.10
(1)
(2)
(3)

分娩情報登録機能
⺟親の情報登録ができること。
新⽣児の情報登録ができること。
新⽣児と⺟親の関連付けができること。

1.11 その他登録情報
(1) ユーザ側で⾃由に運⽤できる管理項⽬を有していること。本項⽬は項⽬名称を
ユーザ側で任意に修正することができ、フリー⼊⼒、マスタ選択、チェックボッ
クスの形式で登録ができること。

1.12
(1)
(2)
(3)
(4)

情報検索機能
登録画⾯内のすべての管理項⽬を検索条件に指定して検索できること。
検索条件単位で論理式（ANDまたはOR）を指定できること。
検索条件に（ ）を指定し、論理式の優先順位を設定できること。
登録画⾯内の管理項⽬の範囲で検索結果の出⼒項⽬を⾃由に追加、削除すること

ができ、また並び替えできること。
(5) 検索結果は患者単位、⼊院単位、病歴単位への集約ができること。
(6) 検索結果は、Microsoft社のExcelで加⼯できる形式またはCSV形式でファイル出
⼒できること。
(7) 検索条件、もしくは検索項⽬は雛型として保存できること。
(8) 検索結果より該当データを選択して病歴編集画⾯を起動できること。
(9) 検索機能を使⽤した内容（いつ、だれが、どのような検索を、等）を保存・参照
できること。
1.13
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

統計機能
下記の統計帳票（⼊院統計表：⼊院単位）を出⼒できること。
診療科別・⽉別・性別 退院患者数
診療科別・年齢階層別・性別 退院患者数
診療科別・在院期間別・性別 退院患者数
病床種別・在院期間別・性別 退院患者数
疾病（⼤分類）別・診療科別・性別 退院患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別・性別 退院患者数
疾病（⼤分類）別・在院期間別・性別 退院患者数
疾病（⼤分類）別・転帰別・性別 退院患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別 死亡患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別 剖検患者数
疾病（中分類）別・診療科別・性別 退院患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別・性別 退院患者数
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

疾病（中分類）別・在院期間別・性別 退院患者数
疾病（中分類）別・転帰別・性別 退院患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別 死亡患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別 剖検患者数
診療圏・診療科別・性別 退院患者数
診療圏・年齢階層別・性別 退院患者数
診療圏・在院期間別・性別 退院患者数
診療圏・転帰別・性別 退院患者数
下記の統計帳票（⼊院統計表：転科単位）を出⼒できること。
診療科別・⽉別・性別 在科患者数
診療科別・年齢階層別・性別 在科患者数
診療科別・在院期間別・性別 在科患者数
病床種別・在院期間別・性別 在科患者数
疾病（⼤分類）別・診療科別・性別 在科患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別・性別 在科患者数
疾病（⼤分類）別・在院期間別・性別 在科患者数
疾病（⼤分類）別・転帰別・性別 在科患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別 死亡患者数
疾病（⼤分類）別・年齢階層別 剖検患者数
疾病（中分類）別・診療科別・性別 在科患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別・性別 在科患者数
疾病（中分類）別・在院期間別・性別 在科患者数
疾病（中分類）別・転帰別・性別 在科患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別 死亡患者数
疾病（中分類）別・年齢階層別 剖検患者数
診療圏・診療科別・性別 在科患者数
診療圏・年齢階層別・性別 在科患者数
診療圏・在院期間別・性別 在科患者数
診療圏・転帰別・性別 在科患者数
下記の統計帳票（⼿術統計表）を出⼒できること。
診療科別・⽉別・性別 ⼿術件数
診療科別・在院期間別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（⼤分類）別・年齢階層別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（⼤分類）別・在院期間別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（⼤分類）別・転帰別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（中分類）別・年齢階層別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（中分類）別・在院期間別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（中分類）別・転帰別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（個別⼿術名）・年齢階層別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（個別⼿術名）・在院期間別・性別 ⼿術件数
⼿術分類別（個別⼿術名）・転帰別・性別 ⼿術件数
下記の統計帳票（死亡統計表）を出⼒できること。
診療科別・⽉別・性別 死亡患者数
診療科別・年齢階層別・性別 死亡患者数
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(58)
(59)
(60)
(61)

診療科別・在院期間別・性別 死亡患者数
疾病（⼤分類）別・診療科別・性別 死亡患者数
疾病（中分類）別・診療科別・性別 死亡患者数
統計表は、Microsoft社のExcelで加⼯できる形式でファイル出⼒できること。

2.
カルテアリバイ管理機能
2.1 システムの起動と利⽤権
(1) システムは職種により利⽤できるメニューが制限できること。
2.2
(1)
(2)
(3)
(4)

基本機能
⼊院、外来診療録、フィルムの整理状況、貸出し管理ができること。
病歴管理画⾯から簡単な操作で画⾯遷移できること。
電⼦カルテシステムに接続し、患者基本情報・⼊退院情報と連携できること。
職種により、登録権限を制限できること。

2.3 受領処理機能
(1) ⼊院オーダと連携して、⼊院中は「⼊院中」・退院後は「未受領」と⾃動でス
タータスが変更できること。
(2) 受領登録時に、受領⽇・整理状況・整理⽇・診療録所在・担当職員・コメントを
⼊⼒できること。
2.4 診療録点検（量的点検）機能
(1) 整理状況に紐付いて、点検状況が管理できること。
(2) 点検はあらかじめ設定した診療録⼀覧から不備があった箇所をチェックすること
で点検できること。
(3) 点検者、点検⽇・点検コメント・診療科が管理できること。
2.5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

貸出処理機能
受領状況が「受領済」の診療録のみ貸出処理ができること。
借⽤者・借⽤者診療科を職員マスタより登録ができること。
帯出者・帯出者診療科を職員マスタより登録ができること。
貸出⽬的があらかじめ設定した選択項⽬より登録できること。
貸出⽬的に任意の期間を設定して返却予定⽇を⾃動で登録できること。
貸出時に任意のコメントを⼊⼒できること。
貸出処理時に⾃動もしくは任意のタイミングで貸出カード（診療録⽤・診療情報

管理室⽤）が出⼒できること。
(8) 貸出履歴を管理できること。
2.6 返却処理機能
(1) 返却⽇を⼊⼒することで、返却処理ができること。
2.7 ⼀括処理機能
(1) 個別貸出画⾯とは別に⼀括処理⽤の画⾯が提供できること。
(2) 退院後の⼀括受領処理ができること。
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(3) ⼀括返納処理の際、受領状況・整理状況・受領⽇・整理⽇・担当者・診療録所在
を⼀括で⼊⼒できること。
(4) 貸出者・帯出者・貸出⽇・貸出⽬的等で検索した結果を元に、⼀括で貸出・返却
処理ができること。
2.8 統計機能
(1) 貸出⽇付を指定して貸出診療録⼀覧が出⼒できること。また⼀覧のヘッダー部に
任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒できること。
(2) 退院⽇・病棟を指定して未受領診療録⼀覧が出⼒できること。また⼀覧のヘッ
ダー部に任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒できること。
(3) 貸出先・借⽤者・貸出⽇・返却予定⽇・貸出⽬的を指定して未返却診療録⼀覧が
出⼒できること。また⼀覧のヘッダー部に任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒
できること。
(4) 退院⽇・診療科を指定して未整理診療録⼀覧が出⼒できること。また⼀覧のヘッ
ダー部に任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒できること。
(5) 退院⽇・診療科を指定して未承認サマリ⼀覧が出⼒できること。また⼀覧のヘッ
ダー部に任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒できること。
(6) 退院⽇・診療科を指定して点検時に不備にチェックした不備診療録覧が出⼒でき
ること。また⼀覧のヘッダー部に任意の督促⽂をテンプレートから⼊⼒できるこ
と。

2.9
(1)
(2)
(3)
(4)

情報検索機能
登録画⾯内のすべての管理項⽬を検索条件に指定して検索できること。
検索条件単位で論理式（ANDまたはOR）を指定できること。
検索条件に（ ）を指定し、論理式の優先順位を設定できること。
登録画⾯内の管理項⽬の範囲で検索結果の出⼒項⽬を⾃由に追加、削除すること

ができ、また並び替えできること。
(5) 検索結果は、Microsoft社のExcelで加⼯できる形式またはCSV形式でファイル出
⼒できること。
(6) 検索条件、もしくは検索項⽬は雛型として保存できること。
(7) 検索結果より該当データを選択して貸出状況の参照画⾯を起動できること。

3.
データ移⾏
3.1 既存システムからのデータ移⾏
(1) 既存病歴管理システムに登録されている情報をすべてデータ移⾏できること。
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２２．医療機器管理システム
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

医療機器がバーコード認証において、識別管理できること。
医療機器の貸し出し管理ができること。
PDA・タブレット端末において、動作できること。
タッチパネルでの選択など、ユーザが簡単に操作できるシステムであること。
貸出時に、貸出⽇・貸出場所・貸出期間・返却予定⽇・担当者・備考の登録がで
きること。
医療機器がマスタで管理されること。
Webブラウザを利⽤して、動作すること。
各医療機器の貸し出し⼀覧がカレンダー形式で表⽰されること。
上記⼀覧から、機器を選択することで機器詳細が表⽰できること。
カレンダー画⾯から貸出⽇の詳細を表⽰することができること。
機器分類やその他条件抽出により、機器の状況を出⼒することができること。
機器の貸出予約管理ができること。
予約情報の⼀覧が表⽰され、印刷することができること。また、カレンダー表⽰

できること。
(12) 返却予定⽇を過ぎても返却されていない機器に対して、ログイン時にアラートで
表⽰して管理者に知らせる機能を有すること。
(13) 定期点検時期の登録ができ、事前に管理者に知らせる機能を有すること。
(14) 医療機器ごとの貸出回数・稼働率・修理⾦額等の集計が⾏えること。また、印刷
できること。
(15) 集計されたデータはcsv形式等で出⼒できること。

1

医療機器管理システム

２３．放射線システム
１．既存SYNAPSEシステム バージョンアップおよび画像配信対応
（作業内容）
(1) Windows10対応のため、既存SYNAPSEビューワのバージョンアップ対応を⾏う
こと。
(2) 院内の電⼦カルテ端末から画像・所⾒参照が出来るように設定を⾏うこと。
(3) 電⼦カルテからの呼び出しで起動が⾏えること。
(4) 別筐体間連携仕様を引き継ぐこと。
２．既存F-RISシステム 接続確認
（作業内容）
(5) 電⼦カルテシステムより患者情報、オーダ情報を受信できること。なお、連携
仕様については現⾏仕様と変更しないこと。
(6) 電⼦カルテシステムに対して受付情報、検査実施情報を送信できること。な
お、連携仕様については現⾏仕様と変更しないこと。
３．⾼精細モニタ・端末については以下の通り準備をすること。
（ハードウェア仕様）
(7) 下記仕様に該当する2Mカラーを40式準備すること。
表⽰解像度は1200×1600以上であること。
21型以上（アスペクト⽐3:4）の画⾯サイズを有すること。
LEDバックライトであること。
輝度（標準値）は500cd/m²以上であること。
コントラスト⽐は、1500:1(typ)以上であること。
⼊⼒端⼦はDisplayPort、DVIを有すること。
キャリブレーション推奨輝度は180cd/m²(typ)以上であること。
DICOM Ｐａｒｔ14に準拠した階調モードを有し、JESRA-X0093ガイドライン
の管理グレード2に準拠した品質管理が⾏えること。
フロントセンサーは画⾯表⽰の妨げにならないよう未使⽤時はモニターベゼル
内に格納できる形状であること。PC本体電源のON/OFF状態に関わらずモニ
ター電源のみでのキャリブレーションや階調チェックを実施可能なこと。
(8) 下記仕様に該当する、⾼精細モニタ⽤品質管理ソフトウェアを1式準備すること
医⽤画像表⽰⽤モニタの品質管理に関するガイドライン「JESRA X-0093」、
「デジタルマンモグラフィ品質管理マニュアル」に適合した品質管理を⾏うこ
とが可能なこと。
DICOM Part.14 GSDFに準拠したキャリブレーションが実施可能なこと。

1

放射線システム

受⼊試験、不変性試験、キャリブレーションと⽬的に合わせた作業がソフト
ウェア起動後、ワンクリックで開始できること
USB接続の接触型Sensorを使⽤した調整、測定が出来、Sensorは取り外し、持
ち運びに便利なこと。
不変性試験の結果レポートはPDF形式のファイルで保存、印刷が可能なこと
カラーモニターの⾊度調整は⾊温度指定の他、座標指定による細かな調整に対
応していること
バックライトの状態を監視、グラフにより使⽤状態、設定輝度の保持に関する
情報を視覚的に把握できること
履歴はクライアントPCのHDDだけでなく、指定したネットワークフォルダ上に
バックアップもしくはxmlファイル形式で保存可能なこと
照度測定に対応するモニターで予め設定した照度から環境照度が外れた場合、
環境変化を通知する機能を有すること
寿命予測機能を搭載するモニターを利⽤する場合、1⽇の平均使⽤時間、残り寿
命予測時間、寿命到達予測⽇の表⽰が可能なこと
品質管理対象モニターの使⽤時間を確認する機能を有すること
(9) 画像参照⽤の2Mｶﾗｰ⾼精細ﾓﾆﾀ1⾯構成の端末を1台準備すること。（放射線科）
画⾯サイズは、21.3インチ以上であること。
解像度は、1200×1600(2MP相当)以上であること。
パネルはカラーIPS⽅式であること。視野⾓は、⽔平：178°、垂直：178°以
上であること。
最⼤輝度は、800cd/m2(typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度は、400cd/㎡（typ）以上であること。
コントラスト⽐は、1400：1(typ)以上であること。
内蔵センサーは、バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、⼈感セン
サー、照度センサーを有すること。
フロントセンサーは画⾯表⽰の妨げにならないよう未使⽤時はモニターベゼル
内に格納できる形状であること。PC本体電源のON/OFF状態に関わらずモニ
ター電源のみでのキャリブレーションや階調チェックを実施可能なこと。
⼈感Sensorをモニターベゼルに搭載、離席時にモニターの電源をオフにするこ
とが出来、離席中に品質管理タスク（階調チェック ※輝度含む、キャリブレー
ション）が実⾏可能なこと
(10) マンモ画像参照⽤に5Mモノクロ２⾯＋24インチモニタ 計３⾯構成の端末を１
台準備すること（外科） 5Mモノクロモニタは下記の仕様に合致すること。
画⾯サイズは、21.3インチ以上であること。
解像度は、2048×2560(5MP相当)以上であること。
パネルはモノクロIPS⽅式であること。視野⾓は、⽔平：178°、垂直：178°
以上であること。
最⼤輝度は、2500cd/m2(typ)以上であること。
キャリブレーション推奨輝度は、1000cd/㎡（typ）⼜は、600cd/㎡（typ）以上
であること。
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コントラスト⽐は、1700：1(typ)以上であること。
内蔵センサーは、バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、⼈感セン
サー、照度センサーを有すること。
フロントセンサーは画⾯表⽰の妨げにならないよう未使⽤時はモニターベゼル
内に格納できる形状であること。PC本体電源のON/OFF状態に関わらずモニ
ター電源のみでのキャリブレーションや階調チェックを実施可能なこと。
⼈感Sensorをモニターベゼルに搭載、離席時にモニターの電源をオフにするこ
とが出来、離席中に品質管理タスク（階調チェック ※輝度含む、キャリブレー
ション）が実⾏可能なこと
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２４．ネットワークシステム
（コアスイッチ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

２台）

装置単体で1000/2.5G/5G/10GBASE-Tのインターフェースを8ポート有すること。
装置単体でSFP/SFP+スロットを8つ以上有し10G-SRモジュールを7つ実装すること.
装置単体でスイッチングファブリックは488Gbps以上であること。
装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
スタックケーブルで機器間２台を40G以上で接続し仮想的に1台の装置として扱うこと
Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能
を有すること。

(9) SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
(10) USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能
なこと。

(11)

装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。

(12) 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替
えて使⽤することが可能なこと。

(13)

装置前⾯にUSBポートおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。
（サーバースイッチ

２台）

(14) 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポート以上有すること。
(15) 装置単体でSFP/SFP+スロットを4つ以上有し、10G-SRモジュールを １つ 実装するこ
と。

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

装置単体でスイッチングファブリックは253Gbps以上であること。
装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、RIPv1/v2機能を有するこ
と。
DHCPサーバー機能を有すること。
DHCPリレー機能を有すること。
スタックケーブルで機器間２台を接続し、仮想的に1台の装置として扱うことができること。
スタック構成時、状態確認⽤の予備リンク(レジリエンシーリンク)を構成できること。
Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能
を有すること。

(27) SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
(28) 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
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(29) 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替
えて使⽤することが可能なこと。

(30) 装置前⾯にUSBポートおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。
（認証サーバ

(31)
(32)
(33)
(34)

２台）

ソフトウェアとハードウェアが⼀体となったアプライアンス製品であること
認証に⽤いるアカウントは200以上登録できること。
RADIUS機能を有し、ネットワーク機器等と連携し、認証システムを実現できること。
EAP-PEAP認証時においてNAP検疫機能による接続ネットワークの制御が単独でできるこ
と。

(35)
(36)
(37)
(38)

ゲストユーザーアカウント登録機能を持つこと。
利⽤者にゲストユーザーアカウントの登録申請をさせる機能を持つこと。
ハードディスクドライブを搭載せず、フラッシュメモリから起動すること。
登録アカウントの管理は個別の他、CSVファイルからの⼀括登録・変更・削除ができるこ
と。

(39) ユーザーサービスページでユーザー⾃らパスワードの変更ができること。
（SSL-VPN装置 １台）

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

ソフトウェアとハードウェアが⼀体となったアプライアンス製品であること
メモリが8GB以上有していること。
10/100/1000Base-Tを2個以上実装すること。
19インチラックに搭載可能なラックマウント型で1式につき1U以内とする。
内部ユーザーデータベースによるユーザー認証機能を有すること。
Active Directory/LDAP/RADIUSサーバとの連携による認証機能を有していること。
SAML認証をサポートしていること。
Google Authenticator を利⽤した認証に対応していること。
ユーザーがアクセスするURLを複数設定する機能に対応していること
IPアドレス、ポート番号による内部リソースへのアクセス制御機能を有すること。
GUI(Webブラウザ)による管理画⾯に対応していること
シリアル接続を使⽤したコマンドラインでの管理機能を提供すること。
SNMP v2c, v3 に対応していること。
サーバ証明書の期限切れが迫ると管理画⾯にて警告を表⽰する機能を有すること。
（セキュリティ対策機器

2台 不正接続監視対象１６セグメント：標的型サイバー攻撃に

よるマルウェア対策セグメント３）

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

マルウェアの活動を検知したら、感染端末のすべての通信を⾃動的に遮断できること。
マルウェアの活動の検知を実施したいネットワークセグメント毎に適⽤できること
感染端末の利⽤者にマルウェア活動検知による遮断の通知ができること。
遠隔操作型、⾃⼰拡散型いずれのタイプのマルウェアも検知できること
未知や亜種のマルウェアを使⽤したマルウェア活動を検知できること
デバイス毎やデバイスの種類毎に検知対象とするかしないかを選択できること
デバイスの種類を⾃動で判別し、⾃動的に検知対象とするかしないかを選択できること
クラウド環境を必要としない事
インターネット接続がない環境でも、検知できること
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(63) マルウェア活動検知時には、感染端末および活動対象の端末の情報が採取できること。
（ネットワーク監視装置

(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

１台）

ソフトウェアとハードウェアが⼀体となったアプライアンス製品であること。
Ping監視/Linux、AIX、HP-UX、Solaris、Windowsサーバーのリソース監視が可能なこと。
Webインターフェースによるステータス表⽰と監視設定が可能なこと。
リアルタイムグラフ表⽰、グラフ⼀覧表⽰、マップ表⽰が可能なこと。
障害通知のエスカレーションが可能なこと。
監視設定のバックアップ機能・⾃⼰監視機能を有すること
200台のデバイスを監視対象とできること。
コンソールポートを有すること。
（ネットワーク⼯事

⼀式）

(72) １F・２F・３F・４F・５Fのフロアスイッチまで光ケーブル８芯（MMF１０G対応）を敷
設すること。
(73) ５ＦEPS〜６ＦEPSにＵＴＰCat6を敷設すること。

(74) ３F・４F・５FのEPS内フロアスイッチを同EPS内壁⾯にマウントブラケットを新設し搭載
すること。
(75) 病院３Fサーバー室より別棟の健康管理センター（看護学校１Fサーバー室）まで光ケーブ
ルを敷設すること

(76)
(77)
(78)
(79)

３Fサーバー室内にネットワークラックを設置すること。
新規ネットワークラックから各サーバーまでUTPを敷設すること。
⽼健施設きららの⾥２Fのフロアスイッチを収納盤を新たに設置し収容すること。
⽼健施設きららの⾥2F栄養科の栄養管理システムと病院側栄養管理サーバ間で通信ができ

るように接続及び設定を⾏うこと
(80) ⽼健施設きららの⾥のネットワークを病院インターネット系ネットワークと接続し、病院
のファイアウォールを介してインターネット通信ができるように構築すること。
(81) 移⾏準備室まで仮設ＬＡＮケーブルを敷設すること。
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２５．グループウェアシステム
（ソフトウェアの仕様）
（全体）
(1) 院内の情報共有・情報交換を⽀援するための機能を有すること。
(2) クライアントライセンスがフリーであること。
(3) クライアント側のすべての操作がブラウザ（Microsoft Edge、Internet Explorer
8 / 9 / 10 / 11）で利⽤可能なこと。
(4)
サーバ側のOSは、Windows Server 2019 Standard Edition、Windows Server
2016 Standard Edition、Windows Server 2012 R2 Standard Edition、Windows
Server 2012 Standard Edition、Windows Server 2008 R2 Standard Edition、
Windows Server 2008 Standard Edition（32bit版）上で利⽤可能なこと。
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

各機能に操作⽅法を説明した「ヘルプ」機能を有すること。
ログイン、ログアウトのログ管理ができること。
（メニュー／トップページ設定）
画⾯レイアウトや背景などの表⽰情報を任意に設定可能であること。
（職員名簿）〜（利⽤状況表）の各機能について、使⽤／不使⽤の設定ができる
こと。

(10)

起動時、⼜は、各機能使⽤時にログインが必要／不必要の設定が可能なこと。

(11) トップページに病院全体・ログインユーザのスケジュールの表⽰設定が可能なこ
と。
(12) トップページにメッセージを任意に表⽰可能なこと。
(13) メニューにカスタムメニューとしてリンク先を登録できること。
(14) メニューに仕切り板（セパレータ）を登録できること。
（職員名簿）
(15) 各職員の情報を写真データ付きで管理できること。
(16) 所属、⼜は、グループ単位に職員名簿を⼀覧表⽰できること。
(17) 各職員の職制や内線、連絡先、メールアドレス等を管理できること。
(18) CSVファイルから⼀括登録が可能なこと。
(職員ID、パスワード、名前、ふりがな、性別(1:男性 2:⼥性)、内線番号、Emailアドレス、E-mailアカウント、E-mailパスワード、所属)
(19) 職員IDの表⽰／⾮表⽰の設定が可能なこと。
（掲⽰板）
(20) ブラウザ操作のみで⽂字と⼀般的なアプリケーションデータを利⽤した記事が作
成でき、容易に電⼦掲⽰板が作成できること。
(21) 無制限に記事・フォーラムを作成できること。
(22) 記事投稿と同時に、その内容をe-mailでも送信する設定がフォーラム毎に可能な
こと。
(23) 記事の投稿時での投稿者名の変更可・変更不可の設定が可能であること。
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(24) フォーラム毎にアクセス権限が設定可能であること。
(25) アクセス権限が設定されたフォーラムの記事は、記事ごとに未読／既読の確認が
できること。
(26) 投稿時に重要な記事は「新着記事」としてトップページ画⾯にも反映可能なこ
と。
(27) 投稿されたばかりの記事は、⼀定期間、「New」マークの表⽰設定が可能なこ
と。
(28) 記事毎の参照回数が確認できること。
(29) テキスト、WORD、EXCEL形式等のアプリケーションデータが無制限に添付で
きること。
(30) e-mailアドレスやURLを記⼊した際、⾃動的にリンクが作成されること。
またイメージデータ(JPEG、GIF形式)を添付した際には記事と同時に表⽰される
こと。
(31)

記事をキーワードと期間を組み合わせて検索可能であること。
(キーワード検索では、表題、記事内容、投稿者、ファイル名から検索可能)

(32) 蓄積されたデータを、期⽇を指定して、⼀括で削除可能なこと。
(33) 間違って記事を削除した場合、管理者によって復元可能であること。
(34) 記事の投稿内容について他ユーザーへの承認を依頼する、承認機能があること。
承認機能を利⽤するかどうかは記事登録時に設定可能であること。
承認依頼の際、承認者は１名のみ設定可能であること。
申請情報、承認依頼情報の状況を⼀覧で表⽰できること。
記事の掲載期間を設定できること。
記事の本⽂へ挿⼊できるテンプレート機能があること。
記事に分類（重要、通達など）を設定できること。
ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（電⼦会議室）
(42) ブラウザ操作のみで⽂字と⼀般的なアプリケーションデータを利⽤した記事が作
成でき、容易に電⼦会議室が作成できること。
(43) 記事の関連性が分かるように記事を階層化(ツリー化)して表⽰できること。
(44) 関連する記事の表題・記事内容を1ページに表⽰できること。
(45) 無制限に記事・フォーラムを作成できること。
(46) 記事の投稿時での投稿者名の変更可・変更不可の設定が可能であること。
(47) 記事投稿と同時に、その内容をe-mailでも送信する設定がフォーラム毎に可能な
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

こと。
(48) フォーラム毎にアクセス権限が設定可能であること。
(49) 投稿されたばかりの記事は、⼀定期間、「New」マークの表⽰設定が可能なこ
と。
(50) テキスト、WORD、EXCEL形式等のアプリケーションデータが無制限に添付で
きること。
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(51) e-mailアドレスやURLを記⼊した際、⾃動的にリンクが作成されること。
またイメージデータ(JPEG、GIF形式)を添付した際には記事と同時に表⽰される
こと。
(52) 記事をキーワードと期間を組み合わせて検索可能であること。
(キーワード検索では、表題、記事内容、投稿者、ファイル名から検索可能)
(53) 蓄積されたデータを、期⽇を指定して、⼀括で削除可能なこと。
(54) ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（スケジュール）
(55) 全体の予定、部署の予定、個⼈の予定をそれぞれ管理できること。
(56) １週間単位・１ヶ⽉単位で予定を表⽰可能であること。
(57) 所属またはグループ単位にスケジュールを⼀覧表⽰できること。
(58) 予定の種類を⾊分けして表⽰できること。
(59)

時間を３０分単位・１０分単位・５分単位・１分単位で設定が可能であること。

(60) (1)本⼈のみ、⾃分の予定を登録・変更・削除できる設定が可能なこと。
(セキュリティ設定で運⽤した場合、本⼈のみ参照できるプライベートスケ
ジュールを使⽤できること)
(2)⾃分のスケジュールだけではなく、すべて(病院全体、部署、個⼈)の
予定を登録・変更・削除ができる設定が可能なこと。
(1)、(2)の２つの設定から、どちらか１つを選択して運⽤が可能なこと。
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

複数⽇予定の登録が可能なこと。
定期的予定の登録が可能なこと。
複数のユーザー、所属、グループへ予定の同報が可能なこと。
⽉単位で予定情報をCSV出⼒できること。
（設備予約(検査⽤設備予約・患者⽤設備予約・職員⽤設備予約)）
設備の種類毎にカテゴリ分けをして予約を管理できること。
●検査⽤設備予約…ＭＲＩ、ＣＴ、内視鏡、レントゲン、⼿術 等
●患者⽤設備予約…外来診療予約、リハビリ、相談室 等
●職員⽤設備予約…会議室、⾞ 等

(67) 予約の内容詳細が⼀覧表⽰されること。
(68) 各設備予約の予約可能な時間帯を管理者が設定できること。
(69) 各設備予約において、予約可能な時間間隔を、５分・１０分・１５分・２０分・
３０分・６０分で管理者が設定可能なこと。
(70) 各設備予約にて、予約登録時での予約者名の変更可・変更不可の設定が可能であ
ること。
(71) 設備カテゴリ毎に、アクセス権の設定が可能であること。
(72) 設備カテゴリ毎に、設備備考の設定が可能であること。
(73) 各設備において、1⽇・１ヶ⽉単位で予約状況を参照できること。
(74) 各設備において、予約密度が1ヶ⽉単位で参照できること。
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(75) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、予約登録の際に複数⼈予約が⾏えるこ
と。
(76) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、患者名の予約表⽰においては性別により
⾊分け表⽰されること。
(77) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、予約不可にしたい時間帯が設定可能であ
ること。
(78) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、予約時の患者検索時に50⾳順の⽂字パッ
ドから、⼜は患者番号や読み仮名で患者名が検索可能なこと。
(79) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、予約時に、予約患者がすでに別の設備で
予定が⼊っている場合は、登録不可のメッセージが表⽰されること。
(80) 検査⽤設備予約、患者⽤設備予約にて、担当医もしくは患者名の表⽰で予約が可
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)

能であること。
患者⽤設備予約にて、患者名の表⽰で予約が可能であること。
職員⽤設備予約にて、予約者の表⽰で予約が可能であること。
職員⽤設備予約にて、複数⽇予約が可能であること。
職員⽤設備予約にて、定期的予約が可能であること。
職員⽤設備予約にて、同⼀カテゴリの複数設備予約が可能であること。
職員⽤設備予約にて、項⽬名、項⽬の使⽤可能・不可能、必須⼊⼒チェックを変

更可能であること。
(87) 職員⽤設備予約にて、選択型項⽬のコンボボックスの内容登録が可能であるこ
と。
(88) 職員⽤設備予約にて、予約タイトル名を予約⼀覧へ表⽰することが可能であるこ
と。
(89) 職員⽤設備予約にて、予約時に他の設備を１つだけ同時予約することが可能であ
ること。
(90) 職員⽤設備予約にて、予約⼀覧画⾯で縦横の逆転表⽰形式を選択可能であるこ
と。
（患者管理）
(91) (1) 患者情報検索
・患者番号、患者名漢字、患者名かな、性別、住所、にて検索ができ、患者の情
報が⼀覧表⽰できること。
・患者の詳細情報参照ができること。
・アクセス権限の設定が可能であること。
(92) (2) 患者情報設定
・⼊院患者の情報（患者番号、⽒名、ふりがな、性別、⽣年⽉⽇、郵便番号、住
所１、住所２、電話番号、携帯番号、勤務先）を任意、⼜は、CSVファイルから
⼀括で登録可能なこと。
（ライブラリ）
(93) テキスト、WORD、EXCEL形式等のアプリケーションデータを、カテゴリ分け
して登録・管理できること。
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(94) 登録時での投稿者名の変更・変更不可の設定が可能であること。
(95) カテゴリの階層は無制限であること。
(96) 登録した⽇付(最終更新⽇)、登録後の利⽤回数、登録者名、登録ファイルの説明
⽂を⾃動的に表⽰できること。
(97) カテゴリのフォルダ毎に利⽤(参照・登録・変更・削除)可能な職員の設定が可能
であること。
(98) 登録ファイルをキーワードと期間を組み合わせて検索可能であること。
(キーワード検索では、表題、説明⽂、投稿者から検索可能)
(99) 登録しているファイル形式がテキスト、HTML、WORD、EXCEL、PowerPoint
の場合、全⽂検索が可能であること。
(100) フォルダごとの登録ファイル数が表⽰できること。
(101) フォルダ⼀覧画⾯において、全フォルダ未展開あるいは展開済みの画⾯形式を選
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)

択できること。
ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（ワークフロー）
申請書等の順番に承認するワークフロー機能があること。
フローは⼊⼒項⽬、回送ルートを⾃由に設定できること。
回送先は５０名まで設定可能であること。
申請中、承認結果の状況を⼀覧で表⽰できること。
申請中のフローを取り戻すことが可能であること。
承認後の申請データの再利⽤が可能であること。
代理承認者を設定できること。
申請データの取り出しがCSV形式で出⼒可能であること。
申請者が最終承認後の申請データを掲⽰板へ転記投稿できること。
最終決裁者が承認後の申請データを掲⽰板へ転記投稿できること。
申請者が最新承認後の申請データの印刷機能があること。
最終決裁者が承認後の申請データの印刷機能があること。
フロー設定情報の複写が可能であること。
蓄積された決裁完了データ（承認、却下）を、期⽇を指定して、⼀括で削除可能

なこと。
(117) ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（共有アドレス帳）
(118) 取引業者や関連会社の担当者の名前、メールアドレス、備考等の情報を院内で共
有するアドレス帳機能があること。
(119) 登録したe-mailアドレスは、（メール機能）と連携することができること。
（メール機能）
(120) メール機能を利⽤可能なこと。
(121) e-mailサーバがなくても、院内のグループウェア利⽤者には、メールを送信可能
なこと。(院内メール)
(122) e-mailサーバと連携して、院外とのe-mail送受信が可能であること。(e-mail連
携)
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(123) 院内メールの場合、相⼿が未読であればメールを取り戻すことが可能であるこ
と。
(124)
e-mail連携の場合、宛先の選択は（共有アドレス帳）機能から選択可能なこと。
(125)
(126)
(127)
(128)

個⼈のアドレス帳を作成可能なこと。
メールを管理するフォルダを⾃由に作成できること。
フォルダ内のメールを件名・送信者・⽇付で並び替えができること。
フォルダ内のメールを件名・本⽂・送信者・宛先・CCからキーワード検索が可

能なこと。
(129) 受信したメールを指定したキーワードを⽤いて、各フォルダに振り分けることが
できること。
(130) 定型の⽂書をテンプレートとして登録でき、院内、⼜は、個⼈で利⽤することが
可能であること。
(131) フォルダ内のメールを、20件以上の任意の件数ごとに項切替して表⽰ができるこ
と。
(132) 管理者により、指定⽇付以前のメールデータを、全員またはユーザーごとに⼀括
削除できること。
(133) メールのダウンロードができること。
(134) メールの⼀時保存ができること。
(135) メールをCC、BCCでも送信できること。
(136) ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（議事録）
(137) 議事録の登録、参照ができること。
(138) 議事録の⼊⼒フォームがあること。
(139) テキスト、WORD、EXCEL形式等のアプリケーションデータを添付できるこ
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)

と。
議事録毎に利⽤可能な職員の設定が可能であること。
承認機能を利⽤するかどうかは議事録登録時に設定可能であること。
承認者は最⼤２名まで設定可能であること。
キーワード検索が、議事録の議題と本⽂の概要から検索可能なこと。
議事録の投稿時での投稿者名の変更可・変更不可の設定が可能であること。
議事録をEXCEL形式でダウンロードできること。
ドラッグ＆ドロップ操作にてファイルの添付が可能であること。
（データバンク）
備品施設の台帳機能があること。
管理項⽬を１５項⽬まで⾃由に設定できること。
イメージファイル(JPEG、GIF形式)も登録できること。
データ項⽬を指定しての並び替えが可能なこと。
登録されたデータのキーワード検索が可能なこと。
（アンケート）
アンケート機能があること。
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(153) 複数のアンケートフォームを作成できること。
(154) 質問項⽬は択⼀選択、複数選択、ボックス選択、フリー⼊⼒から⾃由に組み合わ
せて作成できること。
(155) 質問項⽬に対して、イメージファイル(JPEG、GIF形式)を添付することができる
こと。
(156) 質問項⽬に対して、数値チェック、必須⼊⼒のチェックが設定可能なこと。
(157) 回答が⾃動的に集計されて結果がグラフ表⽰できること。
(158) 集計結果の公開／⾮公開を設定できること。
(159) 集計結果を、EXCEL／CSVファイルとして出⼒できること。
（リンクページ機能(リンクの部屋)）
(160) インターネット／イントラネット上のWWWサイト、FTPサイトなどへのリンク
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

作成ができること。
カテゴリ毎に登録・管理ができること。
リンク先の表⽰場所の設定が可能であること。
（在席管理）
所属またはグループ単位に在席状況と今⽇の予定を⼀覧表⽰できること。
職員にメモを残すことが可能であること。
職員にメモを残す時、同じグループには同⼀メモを残す設定が可能なこと。
職員にメモを残す時、本⼈以外には確認できない設定が可能なこと。
メモの未読・既読の状況が確認可能なこと。
メモを作成すると同時に、その内容をe-mailでも送信する設定が個⼈単位に可能
なこと。
伝⾔メモの操作に関してセキュリティ設定ができること。
（利⽤状況表）
機能毎のアクセスログを⾃動的に集計できること。
機能別・⽉別・⽇別・曜⽇別のアクセス回数をグラフ表⽰できること。
（データ移⾏）
現在のグループウェアのすべてのユーザーデータを移⾏すること。
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２６．⾃動再来受付機
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

CPUはインテル® Core™ i3プロセッサー以上であること。
メモリは8GB対応可能なこと。
LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T に対応できること。
USBは管理者⽤としてUSB2.0を2ポート接続可能のこと。
ディスプレイはXGA（1024×768ドット）以上で1620万⾊以上表⽰可能である
タッチパネルは１年を通して不特定多数の利⽤者が操作するため、怪我で包帯を

している場合や⼿袋をしたままでも操作できるような⽅式であること。
(7) ⾳声出⼒機能を有しスピーカが内蔵されていること。
(8) カギは機器本体１台あたり２個であること。
(9) 管理者⽤としてHDDのデータ退避ができるようにバックアップ機能を有するこ
と。または相当機能を有すること。
(10) 感熱ロール紙(紙幅80mm程度)に印刷すること。
(11) 最⼤約200mm/s程度の⾼速印字モードを有すること。
(12) ニアエンド、⽤紙切れのアラーム発信機能を有すること。
(13) 操作者に操作を促すためプリンタ部の⽤紙排出⼝近傍をランプ等で光らせる機能
を有すること。
(14) 操作指⽰ランプは将来のサービス向上のため単⾊ではなく複数⾊から⾊が指定で
きること。
(15) ⽤紙排出⼝⼿前にランプが流れるように点灯し、⽤紙の発券向きがわかりやすい
表⽰機能を有すること。
(16) JIS-Ⅰ型(第１、２トラック)／JIS-Ⅱ型を読み取り可能であること。
(17) いたずらを防⽌するため、誤挿⼊防⽌機能を有すること。
(18) 不特定多数の⼈が操作するのでスライド式では操作者の操作レベルによって読み
取り不具合が発⽣する可能性があるため、磁気カードユニット部は⾃動引き込み
⽅式であること。
(19) 操作者に操作を促すため磁気カードリーダ部のカード挿⼊⼝近傍をランプ等で光
らせる機能を有すること。
(20) 操作指⽰ランプは将来のサービス向上のため単⾊ではなく複数⾊から⾊が指定で
きること。
(21) 磁気カードリーダ挿⼊⼝⼿前にランプが流れるように点灯し、カード操作⽅向が
わかりやすい表⽰機能を有すること。
(22) 照明光の強いエリアや通⾏⼈が多いエリアで、不要な検出を少なくできるよう、
20cm〜140cmの範囲で検出距離を変更できる機能を有すること。
(23) 待機時はスクリーンセーバー等の画⾯としておき機器の前に⼈がいることを感知
してサービス画⾯に復旧できるような機能を有すること。
(24) スケジュール設定により⾃動的に電源投⼊、電源切断ができること。また、将来
的に本機能の追加が必要となった場合、院内での作業で実現可能なこと。
(25) 外形⼨法W400xD372xH1,272 (mm)以下のこと。ディスプレイ、サーマルプリン
タ、磁気カードリーダが本外形⼨法内に収まっていること。
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(26) ディスプレイの中⼼が機器設置⾯から約１００〜１１０㎝前後の⾼さに設定で
き、平均的な⼈間が直⽴の状態で容易に操作できるとともに、⾞椅⼦での利⽤者
が正⾯から操作できること。
(27) 耐震構造を機器と⼀体型で有すること。かつ将来の拡張性を考慮しアンカー⽤の
⽳を標準で有すること。
(28) 不特定多数の⼈が使⽤するため、各Ｉ／Ｏの操作がしやすいユニバーサルデザイ
ンであること。
(29) 機器停⽌による業務効率の低下を防ぐため、冷却⽤ファンを搭載していないこ
(30) 15時間/⽇、365⽇稼働運⽤で5年間の動作保証を有していること。
(31) 保守対応期間として5年間保守可能であること。導⼊初期1年間は無償保証対応で
あること。
(32) 全国、主要都市及び全国各所に保守拠点、保守体制が整備されていること。
(33) 保守部品が⻑期(5年間)供給可能であること。
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２７．SS-MIX2
(1) SS-MIX2仕様書（※）をもとに電⼦カルテシステムのデータをSS-MIXストレー
ジに格納できること。
※ 2012年4⽉4⽇JAMIホームページ公開版仕様書
SS-MIX2標準化ストレージ構成の説明と構築ガイドラインVer.1.0 rev1
SS-MIX2標準化ストレージ仕様0.96 データ格納⽅法およびデータ定義
※ 2015年6⽉23⽇JAMIホームページ公開版仕様書
SS-MIX2標準化ストレージ構成の説明と構築ガイドラインVer.1.2c
SS-MIX2標準化ストレージ仕様書Ver.1.2cデータ格納⽅法およびデータ定義
SS-MIX2拡張ストレージ構成の説明と構築ガイドラインVer.1.2c
(2)

カルテ２号⽤紙やサマリの情報をSS-MIX拡張ストレージへ格納できること。

(3) 下記のデータ種別を出⼒可能なことＡＤＴ-00 患者基本情報の更新ができるこ
と。
ADT-00 患者基本情報の削除
ADT-01 担当医の変更
ADT-01 担当医の取消
ADT-12 外来診察の受付
ADT-21 ⼊院予定
ADT-21 ⼊院予定の取消
ADT-22 ⼊院実施
ADT-22 ⼊院実施の取消
ADT-31 外出泊実施
ADT-31 外出泊実施の取消
ADT-32 外出泊帰院実施
ADT-32 外出泊帰院実施の取消
ADT-41 転科・転棟(転室・転床)予定
ADT-41 転科・転棟(転室・転床)予定の取消
ADT-42 転科・転棟(転室・転床)実施
ADT-42 転科・転棟(転室・転床)実施の取消
ADT-51 退院予定
ADT-51 退院予定の取消
ADT-52 退院実施
ADT-52 退院実施の取消
ADT-61 アレルギー情報の登録／更新
PPR-01 病名（歴）情報の登録／更新
OMD ⾷事オーダ
OMP-01 処⽅オーダ
OMP-11 処⽅実施通知
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OMP-02 注射オーダ
OMP-12 注射実施通知
OML-01 検体検査オーダ
OML-11 検体検査結果通知
OMG-01 放射線検査オーダ
OMG-11 放射線検査の実施通知
OMG-02 内視鏡検査オーダ
OMG-12 内視鏡検査の実施通知
OMG-03 ⽣理検査オーダ
KRT-01 カルテ2号⽤紙診療情報提供書（電⼦紹介状） V1.0 HL7CDA形式
SMR-01 退院サマリ情報診療情報提供書（電⼦紹介状） V1.0 HL7CDA形式
SMR-02 看護サマリ情報診療情報提供書（電⼦紹介状） V1.0 HL7CDA形式
(4) 電⼦カルテシステムから出⼒されたデータは、熊本県地域医療等情報ネットワー
ク「くまもとメディカルネットワーク」と連携し情報共有できること。
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２８．導⼊・研修・保守・提出書類
(1) 受注者は、導⼊に際してプロジェクトチーム等を編成し、病院職員に対してシス
テムの運⽤及び操作⽅法について必要時研修を実施すること。また保守⽤ドキュ
メント及び詳細かつ正確にシステムの内容を反映した利⽤者マニュアルを作成し
病院側に提出すること。
(2) 部⾨システムとの連携テスト、運⽤テストは必ず病院職員の⽴会いのもとに⾏
い、その評価を受けること。
(3) 電⼦カルテ・オーダリングシステム・看護⽀援・その他部⾨システムに関して、
必要なマスタ類については構築業者側が主体となって作業を⾏うこと。
(4) 受注者は、あらかじめシステム導⼊のスケジュールを病院に提⽰したうえ、導⼊
の経過、推進状況を⽉１回以上病院に報告すること。また、スケジュールに差異
が⽣じた場合は、速やかに受託者側で対策を講ずるとともに、その原因・課題・
対策を当院に報告すること。
(5) 各⼯程計画時に想定されるリスクや構築⼯程でリスクが顕在化した場合は課題と
して管理し、受託者側で対策を検討し、当院と協議の上、実⾏すること。課題解
決まで継続的に管理すること。
(6) 導⼊中に発⽣するシステムの問題点や運⽤課題等の管理簿を作成し、問題解決の
進捗や対応内容を記載したものを毎⽉、病院に提出すること。
詳細設計後に仕様変更の必要が⽣じた場合には、受託者はその影響範囲及び必要
な⼯数を識別した上で、変更管理に係る打ち合わせを実施し、当院と協議の上、
対応⽅針を確定すること。
構築スケジュールの各⼯程で⾏う当院との打ち合わせにおいては、受託者側で⼗
分な事前準備と速やかな事後対応を⾏い、打ち合わせ回数の抑制や当院職員の負
担軽減を図り、円滑かつ効率的な打ち合わせを実施すること。
(7) 本院に既存する保有システム機器等の業務システムと連携・利⽤するための連携
インターフェースの開発及び本院が別途構築する医療システム等の構築事業者と
の各調整についても作業および⾒積もりの範囲とする。
(8) ハードウェアは別紙端末⼀覧表を基準に納品を⾏うこと。端末台数等に疑義や問
題が⽣じた場合は病院側と協議して導⼊を⾏うこと。
(9) 電⼦カルテシステム・その他部⾨システムにおいて、ソフトウェアの動作に必要
な端末スペック及び機器構成を満たすこと。
(10) ハードウェア・ソフトウェアの調達に際して発⽣する各種ライセンス費⽤は本調
達費⽤に含めること。
(11) ウイルス対策システムのバージョン及びプログラムを最新の状態で提供するこ
と。導⼊後も定期的に確認及びバージョンアップを⾏い最新の状態に保つこと。
(12)
以下の書類を病院側に提出すること。
・システム導⼊プロジェクトマネージャ及び作業員構成
・プロジェクトマネージャ導⼊作業経歴
・導⼊業務フロー、スケジュール案
1
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・単体テスト計画
・単体テスト計画結果報告
・結合テスト計画
・結合テスト計画結果報告
・部⾨連携テスト計画、連携テストスケジュール
・部⾨連携テスト計画結果報告
・運⽤テスト計画
・運⽤テスト計画結果報告
・マスタ作成担当⼀覧
・マスタ作成計画
・マスタ結果報告
・マスタ作成マニュアル
・データ移⾏計画書
・データ移⾏結果報告書
・サーバ構成図
・クライアント、周辺機器構成図
・サーバ、クライアント、その他消費電⼒⼀覧
・ネットワーク設計書
・ネットワーク設計図
・操作研修計画（既存システムと操作性が変更となる場合は必要に応じて実施す
ること）
・操作マニュアル（各職種別に配付）
・リハーサル計画（既存の運⽤が⼤きく変更となる場合は必要に応じて実施する
・リハーサル結果報告
・本番及び本稼働後⽴会計画
・バックアップ復旧⼿順
・その他緊急時対応⼿順・復旧⼿順
・医療情報システム運⽤管理規程
・各議事録
(13) サーバ等の機器に関して、24 時間 365 ⽇監視する体制を持ち、障害状況を遠隔
で監視し、障害時にはシステム担当者が当院に急⾏できること。もしくは遠隔で
対応可能であること。
(14)

UPS保守については、故障時の対応修理だけでなく、障害を未然に防ぐための定
期点検を含む保守を⾏うこと。

(15) ハードウェア障害に関し、24 時間 365 ⽇対応窓⼝を設置し、緊急時にも遅滞な
くオンサイト対応が可能なこと。
(16) 障害発⽣時には、当院が指定する当院システム担当者にも速やかに報告するこ
と。
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(17) 障害発⽣においては、原因、経過、臨時対応、復旧対応、予防対策等を具体的に
記した資料を作成し報告を⾏うこと。状況によっては、途中経過の報告を⾏い、
当院および患者に与える影響を極⼩化するように努めること。
(18) システム障害に備えて、障害レベル（本件システムや各部⾨システムの障害、
ネットワーク障害等）に応じた障害対策マニュアル案を提⽰すること。
(19) 診療報酬改定に伴うプログラム変更を保守に含め対応を⾏うこと。また、薬価・
点数マスタを提供すること。
(20) 無停電電源装置のバッテリー交換は、保守の中で対応すること。
(21) 必要な機器・ソフト等で、本仕様に記載のないものがある場合は、本件システム
に必要な機能、装備等を有する機器を選定して当院と対応を協議すること。（決
定して費⽤が発⽣するものは全体費⽤に含むこと）
(22) 本基本仕様書に記載されていないことについては、全て当院と協議の上、決定す
るものとする。
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クライアント

端末機器一覧表
機器配置箇所
デスク端末

受付1
受付2
医事課内1
医事課内2
医事課内3
医事課内4
医事課内5
医事課内6
医事課
医事課内7
医事課内8
医事課内9
医事課内10
会計窓口1
会計窓口2
会計窓口3(表示板用）
レセプトチェック用
守衛室
地域医療支援課1
地域医療連携室2
地域医療連携室3
地域医療支援課
地域医療連携室4
地域医療連携室5
地域医療連携室6
外来診療科
歯科口腔外科
泌尿器科1
泌尿器科2(看護師用)
泌尿器科待合
泌尿器科待受掲示板
産婦人科1
産婦人科2（看護師用）
耳鼻咽喉科1
耳鼻咽喉科2（看護師用）
耳鼻咽喉科待合
耳鼻科ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ用
耳鼻咽喉科待受掲示板
整形外科1
整形外科2
整形外科3（看護師用）
整形外科4（看護師用）
整形外科5待合
整形外科6待合
整形外科待受掲示板1
整形外科待受掲示板2
外科1
外科2
外科3（看護師用）
外科4（看護師用）
外科待合
外科待受掲示板1
外科待受掲示板2
小児科1
小児科2
小児科3（看護師用）
小児科待受掲示板1
心臓リハ室1
心臓リハ室2（看護師用）
心臓リハ室3（窓口用）
心臓リハ室待受掲示板1
循環器内科1
循環器内科2
循環器内科3（看護師用）
循環器内科4（看護師用）
循環器内科5（医師予備）
循環器科待合
循環器内科待受掲示板1
循環器内科待受掲示板2
内科1
内科2
内科3
１Ｆ
内科4
内科5（看護師用）
内科6（看護師用）
内科7（看護師用）
内科8（看護師用）
内科待合１
内科待合２
内科待受掲示板1
内科待受掲示板2
内科待受掲示板3
内科待受掲示板4
眼科1(電ｶﾙ+眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科2(電ｶﾙ+眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科3(電ｶﾙ+眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科4(電ｶﾙ+眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科5(眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科6(眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科7(眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科8(眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科9(眼ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
眼科待受掲示板
中央処置室1
中央処置室2
中央処置室3
中央処置室4
救急処置室1
救急処置室2
救急処置室3
救急処置室4
検査室1
検査室2
検査システム1
検査システム2
検査システム3
臨床検査室
検査システム4
検査システム5
検査システム6
検査システム7
OA端末
生理検査室1＋RIS
生理検査室 生理検査室2
生理検査室3(心ｴｺｰ)
放射線受付１
放射線受付２
MRI操作室1-1
放射線科
心カテ室(看護師記録用)
透視室(医師・看護師用)
CT操作室
旧フィルム庫 旧フィルム庫
リハビリ1(受付)
リハビリ2(受付)
リハビリシステム1
リハビリシステム2
リハビリ科
リハビリシステム3
病院
リハビリシステム4
リハビリシステム5
言語聴覚室
作業療法室
薬局事務室
調剤1
調剤2
調剤3
薬局
調剤4

CD医事システム 部門システム（その他）

電子カルテ
ノート端末

ROM

PACS筐体
ﾃﾞｽｸ端
電カルｱﾌﾟﾘ
ｱﾌﾟﾘ
相乗り(ﾓﾆﾀ)
末
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○
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○
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○

○
○
○
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○

本体
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○

○

○

○

○

○

○
○

本体

A3ｶﾗｰ
レーザ

ﾗﾍﾞﾙ
ﾌﾟﾘﾝ
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Scan 保険
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Snap 証
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バーコード A4ﾓﾉｸﾛ A3モノクロ
リーダー
レーザ
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○
○

○

〇
○

プリンタ
A4ｶﾗｰ
レーザ

スキャナ
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端末機器一覧表
機器配置箇所
デスク端末

(調剤室と薬品 調剤5
庫）
注射調剤支援ｼｽﾃﾑ1
注射調剤支援ｼｽﾃﾑ2
注射調剤支援ｼｽﾃﾑ3
注射調剤支援ｼｽﾃﾑ4
注射調剤支援ｼｽﾃﾑ5
透析室1
透析室2
透析室3
透析室
透析室4
透析室5
透析室6
透析室7
内視鏡室1(記録室)
内視鏡室2(記録室)
内視鏡室3(説明室)+モニタｰ
内視鏡センター
内視鏡室4(受付)＋RIS1
内視鏡室5(エコー室)
内視鏡室6（記録室）
2階会議室
会議室
看護部長室
看護部門
看護部長室2
院長
院長室
事業管理者 事業管理者室
副院長室
副院長室1
秘書室1(OA用)
秘書室
秘書室2(OA用)
医局1
医局2
医局
医局3
２Ｆ
医局4
2NS説明室1(医師用)
2NS説明室2(師長用)
2NS救急病床1(医師用)
2NS救急病床2
2NS救急病床3
2NS救急病床4
2NS救急病床5
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 1(受付)
２病棟看護部門
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 2(医師用)
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 3
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 4
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 5
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 6
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 7
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 8
2NSｽﾃｰｼｮﾝ 9
手術室1
手術室2
手術室
手術室3
手術室（申し送り用）
手術説明室 説明室
中材
中材
ME室1
ME室
ME室2
事務部長室
総務課
OA用
情報管理室 1
情報管理室 2
情報管理室 3
情報管理室 4
メディカルクラーク1
メディカルクラーク2
情報管理室
メディカルクラーク3
メディカルクラーク4
メディカルクラーク5
メディカルクラーク6
３Ｆ
メディカルクラーク7
レセプトオンライン送信用
往診用端末1
サーバ室
往診用端末2
サーバ室 1
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 1(受付)
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 2(医師用)
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 3（師長用）
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 4
３病棟看護部門
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 5
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 6
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 7
3NSｽﾃｰｼｮﾝ 8
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 1(受付)
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 2(医師用)
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 3(医師用)
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 4（師長用）
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 5
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 6
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 7
４Ｆ ４病棟看護部門
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 8
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 9
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 10
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 11
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 12
4NSｽﾃｰｼｮﾝ 13
眼科用端末
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 1(受付)
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 2(医師用)
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 3(医師用件師
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 4
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 5
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 6
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 7
５Ｆ ５病棟看護部門 5NSｽﾃｰｼｮﾝ 8
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 9
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 10
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 11
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 12
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 13
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 14
5NSｽﾃｰｼｮﾝ 15
栄養管理ｼｽﾃﾑ1
栄養管理ｼｽﾃﾑ2
栄養科
６Ｆ
栄養管理ｼｽﾃﾑ3
栄養管理ｼｽﾃﾑ4
感染対策室 感染対策室
健診用電子カルテ1
健診用電子カルテ2
健診システム1
健康
健診システム2
管理
健診システム3
１Ｆ
セン
健診システム4
ター
健診システム5
健診システム6（ドック室）
健診システム7（ドック室）
健診システム8（ドック室）
2Ｆ医務室
2F事務室
老健
きららの里
3Ｆステーション
訪問看護ステーション
予備1
予備2
予備3
予備端末
予備4
予備5
予備6

合 計
＊機器の構成においては、後日変更となる場合がある。

CD医事システム 部門システム（その他）

電子カルテ
ノート端末

ROM

PACS筐体
ﾃﾞｽｸ端
電カルｱﾌﾟﾘ
ｱﾌﾟﾘ
相乗り(ﾓﾆﾀ)
末

〇

デスク
端末

ノート
端末

○
○
○
〇

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
〇
〇
○
〇
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
〇
○
○
○
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ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

ｱﾌﾟﾘ

○
○
○

○
○

office

プリンタ
A4ｶﾗｰ
レーザ

スキャナ

バーコード A4ﾓﾉｸﾛ A3モノクロ
リーダー
レーザ
レーザ

Scan 保険
フラット
Snap 証

本体

本体

本体

A3ｶﾗｰ
レーザ

ﾗﾍﾞﾙ
ﾌﾟﾘﾝ

本体

本体

○
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○
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○
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○
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○

○

○
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〇
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〇

〇
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○
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○
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○
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別紙様式１

入

札

書
令和

上天草市病院事業管理者

岸川

秀樹

年

月

日

様

（入
住

札

者）
所

商号又は名称
代 表 者 名

㊞

代

㊞

理

人

上天草市病院事業契約規程並びに入札説明書その他関係規定を承諾の上入札します。

十

億

千

百

十

万

千

百

十

円

金額

入札物件：

（内訳は下記のとおり）

メーカー

型式・その他

合

単位

数量

単価（円）

金額（円）

計

（備考）
１ 入札金額の有効数字直前に￥を付すこと。
２ 入札金額は、見積もった契約希望額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
３ 入札金額を訂正したものは無効とする。

別紙様式２

委

任

今般都合により

㊞

状

を代理人と定め、次の入札に関する行為の

一切の権限を委任します。

１

業 務 名

２

履行場所

代理人使用印

令和

年

月

日

住

所

商号又は名称

代 表 者 名

上天草市病院事業管理者

岸川

秀樹

様

㊞

