
Ⅰ システム導入における基本方針

1 調達の背景

　

１ 調達の目的
a 基本目的

1 医療の質、患者サービスの更なる向上。
2 情報共有化促進。
3 指示・伝達ミスの防止
4 医療の安全性の確保

b 改善目的
1 システム・機器等の更新により、更なるレスポンス強化を図る。
2 LAN設備の改善等により、障害発生率を抑える。

２ 調達予定システム
市立大洲病院総合情報システム

オーダリングシステム 部門システム
処方オーダ 手術申込オーダ 医事会計システム 病歴システム
検体検査オーダ 文書作成 ＤＰＣシステム 健診システム
画像・生理オーダ 服薬指導依頼 リハビリシステム 看護支援機能
病理検査オーダ 栄養指導オーダ 栄養管理システム 　・医療過誤支援
注射オーダ 指導オーダ 放射線システム＇RIS（    ＇ログ管理、注射、輸血、採血（

処置オーダ 指示簿指示オーダ 調剤支援システム 　・ＰＤＡ用看護支援ソフト
予約＇診察、検査（オーダ 輸血オーダ 在庫管理システム＇診療材料（ 再来受付システム
病名オーダ クリニカルパス 在庫管理システム＇薬品（ 看護必要度集計
入院基本オーダ 多目的検索 服薬指導システム 検体検査システム
食事オーダ 病名・処方監査機能
リハビリオーダ 持参薬オーダ
内視鏡オーダ

オーダリングシステム接続
検体検査システム 放射線システム＇ＲＩＳ（接続モダリティ

生化学分析装置7180 ＣＲ　１台
生化学分析装置ラボスペクト003 フラットパネル　１台
凝固分析装置ＣＡ，550 ＣＴ　０台
血液ガス分析装置ＲＬ，1265 ＭＲ　０台
Ａ1ｃ分析装置ＨＡ-8180 フラットパネル　０台
血糖分析装置ＧＡ，1170 透視台　０台
尿中有形成分分析装置ＵＦ，1000i ＲＩ　０台
尿自動分析装置ＵＳ，2100 マンモグラフィ　０台
免疫分析装置cobas 6000 ※機器側の接続費用含む ※ＲＩＳ側・モダリティ側の接続費用含む

３ 既存システム流用・機器連携および調達予定ハード機器
オーダリングシステム接続

既存システム連携対象機器 調達予定のハード機器
再来受付機 １台 クライアント　【医師用デスクトップ】 27台
診察券発行機 1台 クライアント　【一般用デスクトップ】 52台
カルテ検索機 クライアント　【ノート】＇病棟は無線ＬＡＮ対応（            　　　 64台
ＰＡＣＳ　 再来受付機＇外来基本票出力用（ １台
採血管準備装置 レーザープリンタ　【Ａ３】 68台
内視鏡システム【ソレミオ】連携 ラベルプリンタ＇リストバンド印刷対応（　　　　　　  　 　 　　  　29台
内視鏡室腹部エコー汎用画像ＰＡＣＳ取込接続 ＰＤＡ 9台

スキャナ 27台
バーコードリーダ 75台

※なお、物品搬入、機器据付、調整を含む。 ※なお、各部門システムにおけるハード機器についての詳細は
　電気工事、空調設備は当院で準備する。 別途とする。

※クライアントについては、一部WEB等に変更する場合もある。
※ハードの種類、台数は一部変更する場合もある。
）クライアントについては、Windows６を搭載すること。

市立大洲病院総合情報システム構築基本仕様書

　この度、医事会計システム更新に伴い、医療機能の充実と業務フローの再構築、医療業務の効率化を図ることを目的とし、
オーダリングシステムをはじめとする院内全体のIT化を行う。



４ 導入スケジュールの予定
システムの納入期限及び稼働予定時期
　システム納入期限９平成26年3月31日まで
　※なお、上記納入期限及び稼働時期の詳細は当院との協議によるものとする。

6その他の条件
a 導入体制について

　システム導入にあたっては、院内全部門にわたる業務に精通した経験豊富なSE体制を編成し導入スケジュールと

　導入スタッフの経歴を明記した担当要員の配置予定表を提示すること。

　①導入要員は、本システムの導入に必要な知識、技術と実務経験を持ち、本システムの効率的な導入に貢献できる

      こと。

　②導入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･経験を有すること。

b 導人作業について

　①実際の導入作業にあたっては、本院と事前に打合せのうえ導入作業を進めること。

　②導入計画の対象業務の遂行に必要なすべての業務ソフトウェア(アプリケーションプログラム)は、受託者の負担に

　　よって提出すること。

c 導入管理について

　①契約締結から2週間以内に、作業項目と役割分担、工数､納入物作成･レビュー･納入スケジュール、品質管理

　　目標、手法、進捗管理手法、導入体制･導入場所、マスタースケジュール等を取りまとめ､プロジェクト計画書とし

     て提出すること

　②プロジェクト管理にあたっては､ＥＶＭを活用するなどして、定量的な管理を行うこと。

　③導入プロジェクトを遅滞なく進行させるため、毎月1回以上運用検討部会(仮称)を開催すること

　④その他、導入管理に必要な会議体を設定し、運営すること。

　⑤運用検討部会(仮称)において、受託者は､進捗報告書、詳細スケジュール表及び課題管理票等を提出し、

　　当院へ説明すること

　⑥会議終了後は、速やかに議事録を作成し、提出すること。

　⑦導入管理の具体的な方法については、別途協議のうえ決定すること。

d 金額範囲
　①対象システムの導入に必要な全てのハード、OS、ミドルウェア、業務ソフトウェア(アプリケーションプログラム)、
　　操作教育は、受託者の負担によって提供すること。
　②見積金額は、本仕様書記載の条件を全て満たすことを前提に提示すること。

　③院内に既に導入されているシステムとの連携費用及び追加費用は受託者の負担によって提供すること。

　④接続にかかわる既存システムのバージョンアップ等、ソフトウェア修正および機器等の費用は、受託者の

　　 負担と責任において実施すること。

　   ⑤消費税の対応について３月以降は当院の瑕疵を除く消費税分は、請負者の負担とすること。

e 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。

　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うえ合意のもとで対応すること。

f 導入に関する留意事項

　導入スケジュールについては、本院と十分協議し、導入にあたっては通常業務への影響を最小限に留め､病院

　業務に混乱を起こしたり､かつ本院担当者の負荷が著しく増大することの無いようにすること。

g 提案に関する留意事項

　①提案に際しては、提案システムが本仕様書の要求要件をどのように満たすか､あるいはどのように実現するか、

　　要求要件ごとに具体的かつ分かりやすく資料等を添付して説明すること。

　②提案資料等に関する紹介先を明記すること。

　③提出された資料が評価審査委員会で不明確であると判断した場合は、技術的要件を満たしていない資料と

　　みなす場合がある。



Ⅱ システムの基本要件

０ 一般要件

ａ 仕様書の内容は全て満たせること。

b ＇要求仕様書兼回答書については、原則全て実装することを期待しているが、代替機能があれば△を記入し、「備考」

欄にその旨を記載すること。（

c 総合情報システムとして機能し、紙媒体診療録との併用ができること。

d システム機器等は、システムの効率性と安定運用を実現した統一的な管理を行うことができる構成であること。
e 24時間＇保守等の必要時除く（安定したノンストップ・ノーダウン運用を実現したシステムであること。
g 法改正に伴うシステム対応は、保守の範疇で行うこと。

データ繰越処理が不要であること。
h システムは連携システム等と相互に安定かつ継続した運用を実現できるシステムであること。
i オーダ情報を簡単によりスピーディに入力するために、テンプレートやセット等の簡易入力ツールを提供する操作性

の高いシステムであること。
j
k
l
n 原則稼働1年間は無償で修正、変更ができること。＇コストが発生する場合はその都度協議を行う。（
m
o
p
q
r
s
t サーバ及び端末に対して、ウィルス対策ソフトによりウィルス感染の防止及び駆除ができること。
u 全サーバと全端末に関し自動的に時刻を補正する機能を有すること
v 全端末にウィルス対策ソフトを含めること。
ｗ 別系統でネットワークを構築すること＇イントラネット（
ｘ インターネットに接続したイントラネットとは別系統のネットワークを構築すること＇一部無線ＬＡＮ（
ｙ 全ての端末は、ネットワークに接続されるものとし、出入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速やかに行え業務に支障がないようにすること。
z 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10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。
a' 全てのデータは、当院の要望により無償にて、データを打ち出すこと。＇更新等の際も含む（

１ 拡張性について
ａ

が安価で容易に実施できるものとする。
b

ースを追加することで対応できるシステムとすること。
２ システム形態
ａ

ただし、パフォーマンス等を十分考慮したものとすること。
３ セキュリティに関する要件
ａ

こと。

b
c クライアントに対するソフトウェアのインストールをサーバにより監視できること。
ｄ 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。

４ 既存システムデータ移行に関する要件
ａ

稼働に必要なデータ移行を協議のうえ実施すること。なお、詳細は要求仕様書兼回答書の通りとすること。
b データ移行にかかる既存業者側のデータ、マスタ等抽出作業に関する費用も含めるものとする。
c データ移行の受け渡しは当院を通して行うこと。＇特に持ち出す必要がある場合、必ず当院に協議すること。（
d データ移行作業は、原則院内で行い外部に持ち出さないこと。
e データ移行に関しては、移行されたデータの正確性の観点より手入力での移行はなるべく行わないものとする。

また、手入力を行う場合での費用についても受託者の負担とする。
f 移行対象のデータは以下に挙げたデータとする。

1 医事会計システム 4 検査システム(検査結果のみ) 6 在庫管理システム＇薬品（
2 病歴管理システム 5 給食システム ）償還価格があるもののみ

保守・運用を行う際に、登録された業者と病院職員以外がシステムに対してアクセスできないような仕組みを用意する
また、アクセスログを記録し、不正アクセス等の解析を可能とすること。

情報漏洩に対するデータ移送対策として、ＵＳＢ、フロッピーディスク、ＣＤ，ＲＯＭ装置等の利用制限がかけられること。

採用するオーダリングシステムパッケージ製品については、最新のバージョンであること。
パッケージ製品についても当院業務内容に応じた改造または開発を行うこととする。

24時間の救急診療を含めた当院の診療業務が行えるシステムとすること。
業務システム単位で起動やキー操作などが統一されていること。
入力ミスを防ぐ工夫が施されていること。＇候補選択方式、画面構成、想定外コード及び内容等のエラー表示機能等（
ソフトウェアの仕様変更は、マスタメンテナンスで対応可能なシステムであること。
サーバ等主たる装置は全て市立大洲病院内の指定場所に構築すること。
バックアップ作業はシステムが停止することなく、自動運転で行うこと。

データ移行作業は、現行システムの運用に支障のないように受託者の負担と責任において
全データ移行を実施すること。

調達するオーダリングシステムは拡張性を有し、オーダ種の追加、オーダ連携、総合情報システム化等への拡大等

パフォーマンス及び記憶容量＇メモリ、ハードディスク、外部記憶装置等（について不足がある場合、ハードウェアリソ
追加することで対応できるシステムとすること。

調達するシステムは、部門システム単位で更新、追加、変更等が発生する可能性があり、新システムの運用開始後、
部門システム単位での更新、追加、変更に容易に対応できるシステムとすること。

調達するシステムは、原則クライアント/サーバモデルとするが、協議によりＷｅｂ対応で可能とする。

最小の投資で最大の効果を得るべく、当院と同規模以上の病院で稼動実績のあるパッケージシステムを基本とする。
また導入後、5年以上は安定した利用ができるシステムとすること。



3 健診システム 6 ＤＰＣシステム 　＇2年ごとに更新すること（

５ 資料＇既存部門システム概要（
既存部門システム

連携システム 製造会社
医事会計システム ＮＥＣ
ＤＰＣシステム ＮＥＣ
リハビリシステム リハメイト
栄養管理システム フォートラン
調剤支援システム ユヤマ
在庫管理システム＇薬品（ 石川コンピュータ
服薬指導システム アルファソフト
検体検査システム 日立
健診システム 石川コンピュータ
病歴システム インフォコム

６ 保守＇４年間（
ａ 稼働に必要な全ての保守を行うものとする。
b 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前に

完了すること。ただし、改造前のプログラムもデータの日付等を指定することにより自動的に作動する状態にあること。
保守費の中に、改訂作業費用を含めること。

c telnetにより管理が可能なこと。
d 障害が発生した際、24時間体制で対応すること。＇但し、ハードウェアは修復作業までとし、ソフトウェアについては、

連絡体制を確保し、修復等についてはその都度協議において行うものとする。（
e 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。

Ⅲ病院概要
1医療機関名称及び所在地
a 医療機関名称

　　市立大洲病院
b 所在地

　　愛媛県大洲市西大洲甲570番地

2病院概要
a 標榜診療科目

   内科、外科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科
b 休診日

   土曜日、日曜日、祝祭日

3基礎数値
a 許可病床数

   180床＇一般154床、結核病棟26床（

b 医師数
   12名＇常勤医師（

Ⅳお問い合わせ先
〒795-8501
愛媛県大洲市西大洲甲570番地
TEL＇0893)24-2151
FAX＇0893)24-0036
事務課　城戸



市立大洲病院　病院情報システム

要求仕様書兼回答書

平成１４年５月

市立大洲病院



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

０－基本仕様 ０－導入及び開発体制

＇０（
受託者は、専任の開発チームで当開発にあたること。なお、開発チームの構成員
は、病院業務に精通した者で、提案システムを導入した経験を持つ者を配置するこ
と。

＇１（ 運用検討は「ワークシート」等を作成し選択形式で効率良く取り決めできること。

＇２（ 運用検討部会における、議事録を作成し提出すること。

＇３（
運用環境が完成した段階で、総合的なリハーサルを2回以上行い本稼働に備える
こと。

＇４（
システム稼動後、立会い業務スキルを有する立会人を０週目５名以上、１週目3名
以上、最低０ヶ月は１名以上にて立会いを実施すること。

＇５（
システム設計、プログラム製造からシステム総合テストまでの作業、病院職員への
操作研修、本稼働前のリハーサル、本稼働立ち会い、安定稼働までのシステム支
援等、全てに対応すること。

＇６（
システム開発途中においては、随時パッケージソフトを提示し、画面構成および機
能、操作性の説明を行い、マスター設定の変更でどのように変化するかユーザが
確認できるようにすること。

＇７（
設置する機器の接続テスト、機能テストおよびプログラムテストは、病院職員の立
ち会いのもとに行い、その評価を受けること。

＇８（
プログラムのテストランに使用するデータは病院の提供するものを用い、実際の稼
働環境に適切なプログラムであるかどうかを確認すること。

＇０／（
受託者は、あらかじめシステム導入のスケジュールを当院に提示したうえ、運用検
討部会を月０回以上開催し、当院に書面にて報告すること。＇但し、稼動０ヶ月前は
毎週（

＇００（
受託者は、各システムごとに病院業務およびITに精通したシステムエンジニアを召
集してシステム開発プロジェクトを編成するとともに、システム開発初期から本稼動
までの期間、正当な理由の無い限り、担当者の変更を行わないこと。

＇０１（
システム開発中に発生する懸案事項、問題点に対して、受託者側の検討が必要な
場合、解決方策を速やかに提案すること。

＇０２（

受託者は、導入に際して別途プロジェクトチームを編成し、当院職員に対して、対
象となる情報システムをすべて稼働させるために必要な教育および端末機等の操
作訓練を、受託者の負担において行うこと。また、これに必要なマニュアル教材お
よび操作手引書についても受託者の負担とすること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０３（
平成１５年３月の消費税改正と診療報酬改定については的確な対応をすること。人
員体制の確保を含む。

＇０４（
受託者は、本調達において納入した全ての機器、ソフトウェア等に関して、アフター
サービス、修理、部品等の提供、各種相談の受付等連絡窓口を一本化し、常時速
やかに障害に対処できる体制を確保すること。

＇０５（ セットメニュー等を導入前に作成すること。

１－保守管理体制

＇０（ ハードウェア・ソフトウェアの一次窓口は一本化されること。

＇１（
障害時には、内容と原因および対処等の経過を報告できること。なお、作業に緊急
性がある場合は、事後報告も可とする。

＇２（ 障害発生時に速やかに保守技術者を病院へ派遣し、障害復旧作業を行うこと。

＇３（
ハードウェア障害において、保守内容によるが１３時間対応窓口を設置する事がで
き、緊急時にも遅滞なく対応できること。なお、窓口の所在地は問わないが、技術
者を有する拠点は県内を基本とする。

＇４（
ソフトウェアに起因する障害には、緊急時にも遅滞なく対応できること。
基幹サーバについてはリモート管理により異常が発生した時点で保守担当部門へ
自動通報されること。

＇５（
ソフトウェアに起因する障害には、緊急時にも遅滞なく対応できること。なお、窓口
の所在地は問わないが、技術者を有する拠点からリモートメンテナンスによる対応
が可能なこと。

２－端末の管理

＇０（
モジュール自動配信が容易にできること。
＇基本プログラムの配信はメーカー作業（

マスター修正後にユーザの配信作業を必要としないこと。

設定ファイルの修正後にユーザの配信作業を必要としないこと。

共通文書のテンプレート作成・修正でユーザに配信作業を必要としないこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

機能強化等でプログラム配信が発生した時は、起動中の端末へシステム再起動
促すメッセージを表示すること。

＇１（
各端末の一元管理を実現するための総合的な機能を提供すること。
＇端末名やＩＰアドレスなどの変更・管理が容易にできること。（

＇２（
端末のﾃﾞｰﾀが取り込めるアクセス制限が行えること。＇情報管理者が各端末毎の
アクセスやデータの保存等について制限ができること。（

３－端末の操作性

＇０（
操作は簡便で統一性が考慮されていること。
Windows ６の機能を有すること＇ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙまたは類似のソフトを必要数実装する
こと。（

＇１（
操作者ごとに一覧画面の項目表示順の並びを設定出来ること。また、端末が換
わっても操作者の設定は当該操作端末に通常ログインで引き継がれること。

解像度毎に利用者が設定した画面配置を記憶できること。

フォントの種類とフォントサイズは患者一覧画面とオーダ画面上から直接設定出来
ること。また、変更したフォントは、その子画面へ引き継がれること。
端末が換わっても操作者の設定は当該操作端末に通常ログインで引き継がれるこ
と。

＇２（
画面解像度はＵＸＧＡ＇０５／／×０１／／ピクセル（以上の高解像度モニタに対応が
可能であること。

画面解像度がＸＧＡ＇０／１３×６５７ピクセル（のモニタ＇旧CRTサイズ（でも動作が
可能であること。

ＸＧＡ＇０／１３×６５７ピクセル（等の解像度の小さな画面の利用することを想定し、
機能ボタンや、それに属する機能画面を非表示状態とし、画面をフル活用出来るこ
と。

登録・修正・削除等のボタンに色を付け、視覚的に操作しやすいこと。

患者パネルを男性・女性・性別不明で色分けを可能になこと。

＇３（ 各個人ごとの日本語辞書の作成が可能なこと。

４－拡張性



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０（
将来、対象業務やデータ量が増えた場合の拡張性が考慮されており、機器更新が
容易に行える柔軟性を確保すること。

＇１（
ソフトウエアの仕様変更は、可能な限りマスターメンテナンスで対応可能なシステ
ムであること。

５－端末応答時間

＇０（
センター内に高速ネットワークシステムを構築し、画像情報や波形・図形のイメージ
情報等、大容量データの通信、およびデータ参照が、ユーザにとってストレスなく行
われること。

＇１（

各種受付・予約患者画面、1患者の診療履歴画面、診療情報登録・参照画面等の
端末応答時間は、システム利用上、支障の無い応答時間を維持すべく善処するこ
と。またデータの長期保存により応答時間が低下しないうよう機器選定、各種パラ
メータ設定を行なうこと。

＇２（
端末応答時間は、以下を目安とすること。
０－入力項目のﾁｪｯｸは、1～2秒
１－複数のデータ検索などは、2～4秒

６－システムのメンテナンス

＇０（
情報システムは、24時間365日の安定した連続運用が可能であること。＇制限があ
る場合は入札提案時に通知すること。（

＇１（
ネットワーク監視サーバにより、システムおよびネットワーク機器の監視が行え、リ
モートメンテナンスが可能なこと。

＇２（
オーダーエントリーシステム、医事会計システム等の基幹業務システムを停止する
ことなく、データベースのバックアップ等のメンテナンスが行えること。

＇３（
マスターファイルや設定ファイルの登録・更新により、プログラムの変更なしに、容
易にシステム保守が行える仕組みをもっていること。またその方法はユーザー側
のもとめに応じて情報提供できること。

マスターファイルや設定ファイルの登録・更新による動作確認の為、標準機能とし
てテスト環境が構築されていること。

テスト環境から本番環境へ、テーブル単位のマスターデータ移行が可能であるこ
と。また、その逆も可能なこと。

設定ファイルは一元管理されていること。但し、端末毎に設定内容の変更を可能と
し、診療部署の運用に柔軟に対応できること。

設定ファイルは専用の設定ツールを持ち、保守性が高いこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

マスター・設定ファイル・文書のテンプレートはサーバーで一括管理し、ユーザーの
配信の作業が発生しないこと。

＇４（

診療科、病棟、病室、部署、病院職員＇システム利用者（、運用制限時間等、病院
の基本的な組織・運営に関わる情報について、変更が生じてもマスター設定により
画面、帳票の修正が容易に可能なこと。ただしデータの追加等により画面や帳票
のレイアウトが異なる場合や特殊設定が必要な場合は、この限りではない。

＇５（
マスターの内容を随時変更する必要がある場合は、マスター保守画面を開いて、
マスター登録・更新が可能なこと。

＇６（

病名、医薬品に関するマスターを、オーダーエントリーシステム、電子カルテシステ
ム、医事会計システム等に登録する場合、MEDISの標準マスターより提供される
CD-ROM等の電子媒体から登録が行えるツールを有すること。＇追加・更新時も対
応（。また処置・手術、検査、医療材料等についても、対応できていれば望ましい。

７－システムの信頼性

＇０（
基幹業務システムのCPU、ストレージやネットワークの基幹スイッチの二重化を行
い、万全なシステム障害対策を行うこと。＇障害発生時のバックアップ、データ復元
が可能な仕組みを有すること。（

＇１（

オーダーエントリーシステムがダウンした場合でも、部門系システムでのローカル
運用が可能であるシステムであること。＇オーダーエントリーシステムから部門シス
テムへのデータ取り込みについては、伝票による情報伝達と手入力によってローカ
ル運用が可能であるなど。（

＇２（
全てのシステムにおいて、各項ごとのスタンプ機能を保持すること。＇例えば、外来
の再来受付器登録、外来受付時、会計時など及び各部門で発行されるペーパー
類については、どこで、誰が、何を、何部印刷したかなど。（

８－システムの機能

＇０（
各システム間の円滑な情報連携を実現すること。＇既存の継続使用システム、医療
機器、設備機器との接続においても同様とする。（

＇１（
オーダーエントリーシステムを基幹システムとして、院内各部門が円滑に運用でき
るようシステム機能上配慮すること。

＇２（
患者情報や診療情報として、テキストデータ、画像データ、波形データ、イラスト
データ、音声データ等のマルチメディアデータを同一画面上で扱えること。波形
データについてはイメージでもよい。

＇３（
オーダリングシステムや部門システム等は同一のPC上で稼働可能とし、複数の業
務システムが利用可能であること。

＇４（
将来の電子カルテの規格として、HL7　Ver.2.4以降およびHL7　Ver.3＇XML形式（、
DICOM規格を実装すること。

＇５（
オーダリングシステムと各部門システムとの間で、Webを利用した情報連携が可能
であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（
全診療行為における患者の受付、到着確認、実施等業務で、診察券やリストバン
ドのバーコードを読み取ることによって患者データの照会画面表示や到着確認、実
施登録等の処理が行えること。

＇７（
必要な場合、各種指示箋や帳票にバーコードを印刷し、それを読み取ることによ
り、上記と同様の処理が行えること。

＇８（
各検査、オーダー画面にはヘルプボタンが設定でき各部門側で自由に記入できる
こと。

＇０／（
診療録や画像情報、検査結果には自由に付箋を貼り付けて、後で一括参照できる
こと。

＇００（
電子メール、電子掲示板、施設スケジュール管理等、院内共通情報インフラを構築
すること。

＇０１（ 将来、カルテの記載に関しては、ＳＯＡＰ等の統合システムを導入すること。

＇０２（
将来、カルテ開示の項目設定と一括出力が行えること。また、カルテ出力は、期間
指定、病名の有無、出力情報選択、保険種別に可能なこと。

＇０３（ 外来患者参照画面は、あらかじめ設定した情報の表示・非表示が選択できること。

＇０４（ 全てのデータは、CSV、エクセル等ファイルに加工できること。

＇０５（
病院経営上必要な統計書類等が表示・印刷できること。
＇詳細内容については、当院の指示によるものとする。（

10.データの一元管理、共有化

＇０（
患者の基本情報＇感染症、アレルギー、血液型、身長・体重を含む（は、一元管理
されると同時に、システム間での相互利用が可能であること。

＇１（
患者の予約情報＇診療、検査、リハビリ、透析等すべて（は、一元管理されると同時
に、システム間での利用、予約時刻重複チェックが可能であること。

11.セキュリティ

＇０（ 機密保護対策として、利用者番号およびパスワードによる入力確認を行うこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

共通
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

パスワードは暗号化を可能とし、マスターメンテやDB直接参照でも読み取り不可と
出来ること。

＇１（
システムのログオン時に、ICカードによる認証チェックが行える拡張機能を有するこ
と。

＇２（ 認証チェック時にはパスワード入力を求めるなど2重のチェックを行なうこと。

＇３（
利用者毎の所属、職種、権限等を設定し、利用者毎もしくは利用者が所属するグ
ループ毎＇職種、役職等（に利用制限を行うことが可能なこと。

＇４（
オーダー画面から部門の検査・治療所見の入力画面への移行には部門登録され
ている医師のみが許可されるようなアクセス権限の管理がなされていること。

＇５（ 将来、電子カルテへのログイン者情報は、所見記入者として反映されること。

＇６（
導入予定の全サーバは定期的にウィルスチェックを行い、感染の防止対策が行え
る仕組みを持つこと。

＇７（
超音波、病理、内視鏡部門サーバ、その他の部門システムはオーダーゲートウエ
イにて常にウイルスのパターンファイルをオーダリングシステム側からの情報として
更新すること。

＇８（ ＵＳＢポートを使用する各種メディア装置への入出力制限が掛けられること。

＇０／（ パソコン紛失によっても情報が漏洩しないセキュリティを有すること。

０１.運用説明および操作説明書

＇０（

病院情報担当者に対して、システムの説明及び操作教育、障害発生時対応教育
を実施すること。なお、この際に必要となる運用マニュアル及び操作マニュアル、障
害発生時対応マニュアルを０部提供すること。
(医療費改正や職員の異動等に伴うマスター管理を円滑に行うことも念頭にいれる
こと。（

０２－病院職員に対する教育研修

＇０（
病院情報担当者が緊急事態発生時にシステム技術者の電話による説明を理解で
きる様に、情報システムに関する教育を実施すること。

０３－その他

＇０（
要求仕様内業務ソフトウェア類を環境含め、ハードウェア等にインストールし納入
すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

０－基本機能 ０－基本機能

共通 ＇０（
操作者のユーザーＩＤ（職員コード）とパスワードの入力で利用可能となること。
また、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更が可能なこと。

＇１（
パスワードは暗号化を可能とし、マスタメンテやDB直接参照でも読み取り不可と出来るこ
と。

＇２（
初期画面に掲示板を備えてあること。
また、利用者ごとに既読・未読の管理が行えること。

＇３（
機密保護機能（職員コードとパスワードの妥当性チェック、職員の職制に応じた業
務メニューの限定、職員の職制に応じた機能の制限）を有すること。

＇４（
パスワードは、操作者以外にはわからないようにすること。また、随時画面上で変
更が可能なこと。

＇５（
パスワードは、有効期限の管理が可能なこと。
有効期限が切れた場合は、システムにログインができないこと。

＇６（
一定期間が経過したパスワードは、変更を要求する督促ができること。
また、督促時にパスワードの変更が可能なこと。

＇７（ 操作者情報（氏名、所属、部署）は常に画面に表示してあること。

＇８（
操作者情報は、ログインした職種毎に色分けされ、指示医を選択した後でも、視覚的に認
識しやすいこと。

＇０／（
端末離席時に、コンピュータをロックし他者の不正アクセスを防ぐことが可能であ
ること。またロックした操作者は画面に表示されること。

＇００（
診療業務に支障を出さない為、必要時はロック解除をロック者以外でも強制的に出
来ること。

＇０１（
強制ロック解除を行った時は、ロック解除時間・ロック解除者情報と、開いていた
オーダ画面の患者情報をロック者へ伝達できること。

＇０２（ 現日時を常に表示でき、一定時間無操作であれば、自動的にロックできること。

＇０３（ 各業務は機能ボタン、またはメニューバーから選択できること。

＇０４（ メイン画面・オーダー画面の機能ボタンは、マウスのホイール機能と連動していること。

＇０５（ ボタン表示順を、職員毎で設定可能とし、どの端末でも同じ表示順になること。

＇０６（ 機能ボタンに親子関係を持たせ、親ボタン押下時に子ボタンを表示できること。

＇０７（ 良く使う機能ボタンを固定表示可能とすること。

＇０８（
患者（外来、入院）の一覧表示ができること。また一覧表示から直接患者選択が行
えること。

＇１／（ 外来患者一覧・入院患者一覧はタブで表示され、簡単に切り替え可能なこと。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１０（
外来患者一覧を複数起動可能とし、異なる予約項目毎にタブから切り離し、別ウィンドウで
同時参照可能なこと。

＇１１（
外来患者一覧・入院患者一覧・ベッドボードイメージをタブから切り離し、別ウィンドウで同
時参照可能なこと。

患者検索 ＇１２（
患者検索では文字検索が可能なこと。（カナ・漢字での検索が完全一致だけではな
く、検索語を含む等の条件も指定できること。）

外来患者一覧 ＇１３（ 外来患者一覧表は、以下の機能を有すること。

・日付を選択することにより、該当日の表示に切り替わること。

・操作者が医師の場合、担当する予約項目のスケジュールを表示すること。

・当該患者のオーダー画面を開くことなく、検体検査の進捗状況を表示することが
できること。

・上記機能からオーダー画面を開くことなく、検査結果が参照できること。

・当該患者のオーダー画面を開くことなく、・画像生理検査の進捗状況を表示する
ことができること。

・上記機能からオーダー画面を開くことなく、画像結果が参照できること。

・医事システムでの受付情報（受付時間・受付番号・受診科）を表示すること。

・一覧表はシステム設定により、表示色の変更が可能なこと。

・受付後の患者待ち時間が一覧上で把握可能なこと。

・一覧上にて、患者に対するフリーコメントが編集可能なこと。
　また、患者情報への反映も自動で行えること。

・患者の診察状況により、一覧行色が色分けされて表示可能なこと。
　（診察状況は、未来院、診察待ち、診察一時終了、診察終了、キャンセルの区分
け）

・外来患者一覧の表示順を表示項目のクリックでソート可能なこと。

・画面表示色の変更がサブ画面を開かずに可能なこと。
　全ての画面に画面表示色が引き継がれること。

・外来患者一覧は、機能ボタン等を非表示にして画面に一覧をフル表示可能にでき
ること。

入院患者一覧 ＇１５（ 入院患者一覧表は以下の機能を有すること。

・病棟および診療科を選択することにより入院患者一覧、入院予定患者一覧、転入
予定患者一覧を表示すること。

・医師・看護師だけでなく職員に登録されている医療スタッフまで、担当患者の絞込みがで
きること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・日付を選択することで選択日の退院患者を表示できること。

・当該患者のオーダー画面を開くことなく、検体検査の進捗状況を表示することが
できること。

・上記機能からオーダー画面を開くことなく、検査結果が参照できること。

・当該患者のオーダー画面を開くことなく、画像生理検査の進捗状況を表示するこ
とができること。

・上記機能からオーダー画面を開くことなく、画像結果が参照できること。

・病棟フロアイメージで入院患者一覧が表示されること。

・一覧表はシステム設定により、表示色の変更が可能なこと。

・患者の入院状況により、一覧行色が色分けされて表示可能なこと。
　（入院状況は、在院、退院予定、退院予定日過、転棟予定、外出・外泊の区分
け）

・入院患者一覧上から年齢、生年月日、入院日数（入院日からの経過日数）を確認
可能なこと。

・指示変更が発生した患者にマーク表示ができること。

・入院患者一覧の表示順を表示項目のクリックでソート可能なこと。

・画面表示色の変更がサブ画面を開かずに可能なこと。
　全ての画面に画面表示色が引き継がれること。

・離席機能をワンクリックで起動出来ること。

・入院患者一覧は、機能ボタン等を非表示にして画面に一覧をフル表示可能にでき
ること。

病床管理 ＇１６（ 入院患者は、ベッドボードイメージで表示可能なこと。

ベッドボードの背景に、自由にビットマップを貼りつけ、実際の病棟イメージに合わせた表示
が可能なこと。

＇１７（ ベッドボードイメージは、自由に変更可能なこと。

＇１８（
ベッド画面に、以下の患者情報が表示されていること。ワンクリックで詳細情報も表示可能
なこと。
＇ベッド番号・患者氏名・主治医・入院科・看護度・搬送区分・患者状態（

＇２／（
ベッドボードから表示可能なこと、又、オーダー画面以外の画面を起動することも、設定で
可能なこと。

＇２０（ ベッドボードには、入院予定・退院予定の患者も一覧で表示されていること。

＇２１（ ベッドボードは、科・主治医で絞り込みが可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２２（ ベッドボード画面は、入院患者一覧と同等の機能を有すること。

＇２３（
ベッドボードはタブ表示とし、他の一覧画面（外来患者・入院患者）と同時に参
照・操作が可能なこと。

＇２４（ システムと連携して、全入院患者の看護必要度が集計できること。＇各病橈別・全体集計（

＇２５（ 管理日誌に勤務表および勤務状況、看護必要度を連動できること。＇各種別・全体集計（

＇２６（
ベッドボードイメージは、機能ボタン等を非表示にして画面にフル表示可能に出来
ること。

病棟照会・部門照会 ＇２７（
入院患者に対し、病棟を指定して以下のオーダー種について時系列で指示状態を簡易的
に確認出来ること。
処方・検査・病理・細胞診・画像/生理・処置/汎用・注射・化学療法

＇２８（ 自担当患者の絞り込みが出来ること。また、病棟・科でも絞り込みが出来ること。

＇３／（
オーダー進捗状態は、【未実施】・【発行・受付】【実施】【中止】が、マークで
表示出来ること。

＇３０（
状態をクリックするだけで、指示の詳細内容が表示されること。また、指示の受
付・実施も可能と出来ること。（運用検討で、対象オーダーを検討が必要）

＇３１（ 処方オーダーは、定期処方の対象・非対象の設定が出来ること。

＇３２（ 表示されている一覧から、オーダー画面を表示可能なこと。

＇３３（ 病棟を指定しての検体検査の一括ラベル発行が可能なこと。

＇３４（ 病棟を指定しての一括処方箋発行が可能なこと。

＇３５（
病棟照会・部門照会はタブ表示とし、他の一覧画面（外来患者・入院患者）と同時
に参照・操作が可能なこと。

＇３６（
病棟照会・部門照会は、機能ボタン等を非表示にして画面に一覧をフル表示可能に
出来ること。

画像照会 ＇３７（ 画像オーダー/生理オーダーの一覧表示が可能なこと。

＇３８（
指示一覧は、以下の項目で絞り込むことが可能なこと。
入院・外来/依頼部署/検査日/実施状態/依頼科/検査種/検査室・患者番号

＇４／（
病棟照会・部門照会はタブ表示とし、他の一覧画面（外来患者・入院患者）と同時
に参照・操作が可能なこと。

＇４０（
病棟照会・部門照会は、機能ボタン等を非表示にして画面に一覧をフル表示可能に
出来ること。

＇４１（ ベッド管理の為、空きベッド業態を参照できること。

＇４２（
ベッドの空き状態は、病棟単位で視覚的に分かるよう1カ月分をマップ形式で表示可
能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４３（
日付単位で入院患者数が表示されていること。また、過去にさかのぼって入院患者
数を把握することも可能なこと。

＇４４（
日付を指定して、空床数・入院患者数・退院患者数・転入患者数が表示出来るこ
と。また、患者の詳細情報が表示出来ること。

＇４５（ 日毎にベッドの稼働率を表示していること。

オーダー画面 ＇４６（ 過去オーダーの参照は、日毎に簡単に切り替えが可能なこと。

＇４７（
オーダー画面には患者の過去のオーダー履歴を表示し、ドラック＆ドロップで流用
（ＤＯ）できること。

＇４８（ オーダー画面には入力したオーダーの情報を表示すること。

・オーダー入力方法はＤＯ入力、フォルダーウィンドウからのセット入力、
　各種オーダ入力ウィンドウからの新規入力の３種類以上の入力方法を可能とする
こと。

・過去のオーダー画面に表示されているオーダー内容を容易に流用（ＤＯ）できる
こと。

・表示されたそれぞれの行について、そのオーダーに応じたさまざまな編集作業が
可能なこと。

＇５／（ オーダー画面は、依頼日ベース又は実施日ベースでオーダー情報を表示できること。

＇５０（
依頼日ベース・実施日ベースの切り替えは、オーダー画面内でワンクリックで切り
替え可能なこと。又リアルタイムに切り替わること。

＇５１（
他端末で同一患者のオーダー画面が開かれた時、オーダー画面同時参照中が分かる
メッセージが表示されること。

＇５２（
他端末で更新のあったオーダー情報を、画面を閉じないでワンクリックでカルテ画
面へ反映可能なこと。

＇５３（ 未来日に実施するオーダー情報を集約して表示できること。

＇５４（ 当日オーダー画面と過去オーダー画面を別ウィンドウで同時参照が可能なこと。

＇５５（
当日オーダー画面を参照しながら、各種オーダー指示画面を別ウィンドウで同時操作可能
なこと。

＇５６（ オーダー記載欄を、入院時情報のみ表示と外来時情報のみ表示の指定が出来ること。

＇５７（ オーダー記載欄を、自科・全科・任意の複数科で指定出来ること。

DO領域 ＇５８（ DO領域情報ウィンドウには、以下の機能を有すること。

・オーダー種毎に表示していること。

・当日オーダー画面へのD&D操作でDO操作可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・右クリックメニューで、オーダー画面と同等の操作が可能なこと。
＇オーダーの進捗により、修正・発行・削除・中止等が可能（

・オーダ画面からサブウィンドウを切り離し、別ウィンドウとして拡大表示可能なこと。

・DO領域は、利用者毎に表示位置・表示・非表示を自由に設定可能なこと。

病名領域 ＇６／（ 病名情報ウィンドウには以下の機能を有すること。

・表示条件を設定できること。
　有効病名/主病名　　自科・全科　患者への告知保護

・表示病名をダブルクリックすると、病名が選択された状態で病名修正画面が表示されるこ
と。

・オーダー画面からサブウィンドウを切り離し、別ウィンドウとして拡大表示可能なこと。

・病名領域は、利用者毎に表示位置・表示・非表示を自由に設定可能なこと。

紹介状領域 ＇６０（ 紹介情報ウィンドウには以下の機能を有すること。

・紹介病院名が表示されていること。

・他病院への文書の返信状態が表示されていること。

・オーダー画面からサブウィンドウを切り離し、別ウィンドウとして拡大表示可能なこと。

・紹介状領域は、利用者毎に表示位置・表示・非表示を自由に設定可能なこと。

予約領域 ＇６１（ 予約情報ウィンドウには以下の機能を有すること。

・ワンクリックで、当日のみ表示か、全ての予約表示か表示条件の変更出が来ること。

・予約日/予約科目を表示出来ること。

・オーダー画面からサブウィンドウを切り離し、別ウィンドウとして拡大表示可能なこと。

・予約領域は、利用者毎に表示位置・表示・非表示を自由に設定可能なこと。

他端末領域 ＇６２（ 他端末情報ウィンドウには以下の機能を有すること。

・同一患者を他の端末で操作した時、その端末情報を表示すること。
　　端末名/操作者/部署

・他の端末で操作しているオーダー情報が表示されていること。
　新規/修正/削除/中止されたオーダー情報



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・オーダー画面からサブウィンドウを切り離し、別ウィンドウとして拡大表示可能なこと。

・予約領域は、利用者毎に表示位置・表示・非表示を自由に設定可能なこと。

ボタン設定 ＇６３（ オーダー画面内の機能ボタンを利用者毎に表示順も含め設定可能なこと。

＇６４（ ボタン設定機能は、ユーザーと協議のうえ、要望に合わせた設定が可能なこと。

患者履歴 ＇６５（ 患者履歴について患者の来院履歴、予約状況、入退院履歴を表示すること。

オーダー履歴 ＇６６（
オーダー画面よりオーダー履歴画面が起動可能なこと。オーダー履歴画面には以下の機
能を有すること。

・オーダ日単位にオーダ種＇実施、未実施（と診療記録の内容が一覧で把握でき、
指示により明細も表示可能なこと。

・オーダー種単位で集約して、複数日の詳細表示可能なこと。

・将来の診療記録は、全記録、自記録のみの表示切り替えが可能なこと。

・オーダー情報は、全科、自科分のみの表示切り替えが可能なこと。

・入院時情報のみ表示と外来時情報のみの表示切り替えが可能なこと。

・オーダー画面起動時に、自動でオーダー履歴情報を起動可能なこと。

＇６７（ 文字列検索が可能なこと。

＇６８（ 複数のオーダー種を指定して参照可能なこと。

薬歴 ＇７／（ オーダー画面より薬歴画面が起動可能なこと。薬歴画面には以下の機能を有すること。

・処方オーダー・注射オーダーの指示内容が、時系列で表示されていること。

・投与開始日・薬剤目・単位・用法手技は表示されていること。

・患者の薬剤禁忌情報法が表示されていること。

・表示期間の変更が可能なこと。

・実施/未実施の指定が可能なこと。

・薬剤を指定して、DI表示が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・一覧表示の形式を【薬剤用法で集約】・【RP単位で集約】・【薬剤名で集約】で切り替えれる
こと。

・薬歴情報を印刷可能なこと。

付箋紙 ＇７０（ オーダー画面へ付箋紙を貼れること。

＇７１（ 付箋紙には、記載者・記載日は表示できること。

＇７２（ 付箋紙の色や、フォント変更が定可能なこと。

重要日 ＇７３（ 重要な日をマークし付箋で記載できること。

＇７４（ 重要日付箋には、記載者・記載日は表示できること。

＇７５（ 重要日付箋の色や、フォント変更が定可能なこと。

統合セット ＇７６（ 各種オーダー情報をセットとして、フォルダーに登録が可能なこと。

＇７７（
フォルダーには、病院セット・科セット・医師セット・コメディカルセット・患者セットの分類が可
能なこと。

＇７８（
病院セット・科セットには利用権があり、セットの作成や表示に制限がかけれるこ
と。

＇８／（ 病院セットは、管理者のみ更新操作が可能に出来ること。

＇８０（ 科セットは、設定により他科のセットを参照・流用が可能のなこと。

＇８１（
セット展開時に患者へ病名の自動登録が可能なこと。また、病名のみの登録も可能
なこと。

＇８２（ オーダー画面起動時に、自動でセット情報を起動可能なこと。

日本語入力 ＇８３（
将来の電子カルテシステム時、ＡＴＯＫ日本語入力（ＦＥＰ）等の辞書がユーザー
ごとに管理できること。

＇８４（
将来の電子カルテシステム時、管理されたユーザー辞書ファイルは、システム立ち
上げ時に利用者毎でダウンロードされ、どの端末でも利用者毎の辞書ファイルを設
定することが可能なこと。

画面色 ＇８５（
患者一覧系の画面色は、操作者毎に６種類以上のパターンから自由に選択できるこ
と。

＇８６（ 画面背景色は、病院との調整で色の追加が可能なこと。

患者パネル ＇８７（
患者の顔写真や、年齢帯・性別による顔イラストイメージを、患者氏名パネルに表
示できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８８（ 患者パネルの背景色で性別が分かること。また、性別不明も識別できること。

＇０／／（
患者パネルには、患者保険情報を表示出来ること。また、保険切り替えを行った場
合、切り替えた保険情報が各オーダー指示に引き継がれること。

＇０／０（
直前に開いた患者のカルテを、再度患者選択・患者IDから検索しなくても、ワンク
リックで起動可能なこと。

＇０／１（ 出産予定日が入力されている患者は、妊娠週数を表示すること。

排他制御 ＇０／２（
複数の端末で同一患者のカルテを開いた時、該当端末の利用者にカルテ同時参照中が分
かるメッセージを表示可能なこと。

＇０／３（ 同一患者を開いている端末名と利用者は、全て参照可能なこと。

＇０／４（
同じオーダー項目に対して、修正・中止・削除等の操作を行った場合は、排他制御
が掛り、操作できない旨のメッセージを表示すること。

＇０／５（ 他の端末で操作中のオーダー情報を参照できる機能を有すること。

＇０／６（ チェックが必要なオーダーは、他端末で入力中のオーダーもチェック対象とすること。

＇０／７（
同一患者のオーダーに更新が発生した時は、他の端末でデータ更新が発生した旨のメッ
セージが表示されること。

＇０／８（ オーダー画面を閉じないで、最新情報を表示できること。

＇００／（
他端末とのオーダーチェックに於いて重複等がありオーダー登録を取りやめた状態で、他
端末の対象オーダーが登録されずにキャンセルされた場合は、オーダー登録がされていな
い旨を操作者に伝達できること。

１－患者診療情報の時系列一覧表示機能＇メディカルシート（

＇０（
各種オーダ情報を時系列に参照できること。
また、一覧画面上で新規オーダー登録や修正等の操作が可能であること。

＇１（ 時系列表示には判りやすいアイコンでオーダー有無が表示されること。

＇3（ アイコンをクリックすると記録及びオーダー詳細内容が表示されること。

＇4（ 記録及びオーダー詳細内容の表示領域は、任意で非表示にすることができること。

＇5（ 一覧表より各種オーダーの追加・修正・削除ができること。

＇6（ 未来日の予約情報も表示されること。

＇7（ バイタル情報も同時に表示できること。

＇8（ 各種オーダー情報が自科分と全科分の表示切替が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇9（ 入院／外来診察の表示が時系列（日別）に把握できること。

＇10（ 各種オーダーなどの表示形式は、操作者毎に設定可能なこと。

＇11（
各種オーダーの詳細情報を、日毎やオーダ種毎、任意の選択により集合表示可能な
こと。

＇12（
各種オーダーなどにおいて、実績または予定のある日付へワンクリックで移動が可
能なこと。

２－患者サマリー機能

＇０（
現病歴など患者状態を一目で把握できる情報を登録・参照できること。
また、登録した内容がカルテを開いた時に自動表示されるよう操作者ごとに簡単に
設定・変更できること。

＇１（
・簡易サマリ情報
　科別情報・全科共通情報の簡易サマリー（現病歴）を登録参照できること。
　登録したサマリ情報は変更履歴を持つこと。

＇２（
・患者情報
　属性・身体情報・入院歴・感染症情報・禁忌情報・アレルギーなどの患者情報を
登録参照できること。

＇３（
・食事・薬物・運動などの情報を登録参照できること。
　また、登録情報の種類は上記以外の情報へ変更可能であること。

＇４（
・登録された簡易サマリー情報はカルテを開くことなく外来患者一覧・入院患者一
覧等で参照可能なこと。

３－機能ボタンとメニュー

＇０（ 職種、操作者ごとに機能ボタン（メニュー）は設定・変更できること。

＇１（ メニューは階層型メニューも可能なこと。

＇２（
メニューを固定部と可変部に分け、よく使う機能は固定部にて管理でき、常に表示
できること。また、利用者ごとに設定出来ること。

４－診療情報＇オーダー情報（データ検索・抽出機能

＇０（
診療情報の検索用のデーターベースをリアルタイムに作成・検索すること。
例：病名と特定薬剤処方患者検索等

＇１（ 検索用データベースに蓄積されたデーターを任意に抽出できること。

＇２（
抽出条件は保存できること。
また、保存した抽出条件を職員間で流用できること。

＇３（ 検索結果をＣＳＶファイルに出力できること。

＇４（ 使用制限ができること。

＇５（ 使用履歴を採取し不正使用抑制ができること。

５－伝達・患者/職員グルーピング機能

＇０（ 伝達事項送受信機能（簡易メール機能）がシステムに組み込まれていること。

・職員個人／職種／科／部署／任意のグループなどへメールを送信できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・メールには患者カルテを関連させて送信できること。
　受信者はメール画面から関連したカルテ（オーダー）画面を開くことができるこ
と。

・メール着信のポップアップ表示ができること。

・送信者が受信者の、メールの未読／既読管理ができること。

＇１（
任意の目的（特殊症例・ＮＳＴ・面会謝絶・退院サマリー未作成等）で患者をフォ
ルダー管理できること。

・フォルダーは院内共通用と操作者用に区別して管理できること。

・院内共通用のフォルダーは職員間で共有できることとし、患者伝達事項の有無及
び未読／既読を管理できること。

・操作者用のフォルダーは操作者が自由にフォルダーを作成でき、操作者自身の
み参照可能なこと。

・各患者に対してコメントを登録可能なこと。同一患者が別フォルダーに登録されて
いる場合は、フォルダー別でコメント登録が可能なこと。

・クリティカルパス適用患者に対し、適用パス名称、開始日を表示可能なこと。

7－システム参照ログ・ＶＩＰカルテ

参照ログ ＇０（
カルテ＇オーダー（記載以外に、システムの参照履歴が取れること。また、参照履歴
には、以下の項目をログとして保持すること。

・システム起動と終了情報

・オーダ画面の起動と終了情報

・オーダ印刷情報

・一覧画面からの直接入院情報/患者移動情報の更新情報

・一覧画面からの直接検査結果参照情報

・一覧画面からの直接病名参照

＇１（
参照ロの抽出は、以下の条件で可能なこと。
対象日付＇FROM，TO（＊時間/患者番号/操作者/指示医

VIPカルテ ＇２（
特定の患者＇VIP患者（に対し、興味本位でその情報を、診療に関係の無い場面で
不正に得ようとする操作にを制限できるような機能や工夫がなされていること。

＇３（
特定患者への設定は、利用権を持った職員のみが任意に設定可能とすること。
但し、利用権限を職員へ付与する設定は、管理者権限のある職員のみとすること。

＇４（
患者一覧やオーダー指示画面では、患者氏名をダミー名称として表示する機能を
有すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

基本機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

8.文書サマリー

文書サマリー ＇０（ 文書作成で登録された文書内容を一覧表示出来る機能を有すること。

＇１（
患者番号・作成日・文書確定日・レポート登録日＇ＰＤＦ化して登録（・テンプレート名
から検索可能なこと。また、文書の確定/未確定を指定して絞り込みも可能なこと。

＇２（
一覧表示された文書サマリーから、文書内容の表示が可能なこと。また、表示され
た文書は、修正不可なこと。

＇３（ 一覧表示された文書サマリーから、文書確定・確定取り消しが可能なこと。

＇４（ 一覧表示された文書からレポート登録＇ＰＤＦ（が可能なこと。

＇５（
文書サマリーはタブ表示とし、他の一覧画面＇外来患者・入院患者（と同時に参照・
操作が可能なこと。

８.移行要件
ａ－既存システムからのデータ移行作業及びマスタ構築は、病院業
務に支障を来たすことなく、病院職員に負担をかけることなく実施さ
れること。
ａ，０－移行に関するスケジュール、移行方法、既存システム並行運
用期間、既存システム撤去方法については、別途協議の上決定す
る。
ａ，１－移行データの範囲、期間については、病院と別途協議の上決
定し、これに対応すること。

①現在想定している移行データの詳細

　・病院施設関連マスタ＇診療科、病棟、その他（

　・患者基本情報

　・患者保険情報

　・患者来院履歴、入退院履歴

　・患者別未収情報

　・医事関連マスタ＇標準マスタに移行すること（

　・各種予約情報

　・病名履歴

　・退院時サマリ＇病理所見含む（

　・病歴管理情報＇患者情報、入院情報、診療情報、パス情報、退院情報、紹介施設等（

　・カルテ管理情報＇入外区分、保管場所等（

　・前回処方

　・検体検査履歴

　・ＤＰＣデータ

　・献立、食品データ＇給食関連マスタ（

　・健診受診者情報

　・健診結果情報

②データの移行処理は、テスト環境で検証後、処理ができること。

ｂ－今回導入するシステムを将来更新する場合のデータ移行

ｂ，０－今回導入するシステムを将来更新する場合には、その時点で
の標準形式でデータを出力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

０－オーダーリング機能 ０－患者基本オーダー

＇０（
患者の基本属性情報＇患者ID№、患者氏名、カナ氏名、性別、生年月日、保険情
報、保険有効期限、住所情報、身長、体重、保護者名を最低限の表示項目とす
る（を表示すること。

＇１（ オーダー画面を開かずとも、患者基本情報の編集画面を開くことができること。

＇２（
患者基本情報編集画面を、オーダー画面から独立して別ウィンドウで表示可能な
こと。

＇３（
看護情報、基本情報、障害情報、感染情報、薬剤禁忌情報、一般アレルギー、職
種コメント、家族歴情報等を登録する機能を有すること。

＇４（
機密保護のため参照できる機能、登録できる機能を職制又は、個人に応じてID、
パスワード等により制限可能な機能を有すること。

＇５（ 次の内容を表示及び入力・修正ができること。

・感染症と検査日

・禁忌(薬剤、食物)

・身長・体重＇推移が表示されること。（

・入力された身長・体重から体表面積・標準体重及びＢＭＩが自動計算されること。

・紹介患者の管理が出来ること。又、紹介患者であることがオーダー画面にて認識
できること。

・職種毎のコメントが入力できること。

・患者固有の情報が複数設定できること。また、設定した内容がオーダー画面にて
認識できること。

＇６（ 患者確認チェック機能を有していること。

＇７（ 患者確認チェック項目は、病院毎で自由に作成できること。

１－外来基本オーダー

＇０（ 医師＇診察室（別予約及び予約外患者一覧を識別表示できること。

＇１（
患者の呼び出し状況を未来院、診察待ち、診察終了、診察一時終了別に識別表
示できること。

＇２（ 予約外患者を予約患者一覧へ、容易な操作で割込み入力できること。

＇３（ 次の内容を表示できること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・予約時間

・当日検体検査進捗情報

・当日画像・生理検査進捗情報

・受付番号

・受付時刻

・患者氏名、年齢、性別

・コメント

・患者フリーコメント

・患者サマリー情報の有無

・患者ID

・併科受診情報

・外来患者呼び出し状況

・紹介情報

＇４（ 予約患者と予約外患者を同一画面に表示する事が、操作者の指示で可能なこと。

＇５（ 患者ID及び４／音検索ができること。

＇６（ 同姓同名の患者は、識別表示できること。

＇７（ 当日、再診患者の保留機能を有し、識別表示できること。

＇８（
患者選択によりオーダー画面に展開できること。また、患者が入室しない場合は、
診察中断ができること。

＇０／（ 診察終了患者は、非表示とできること。また、必要に応じて再表示できること。

＇００（ 診察終了毎に最新表示できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０１（
代行入力機能＇医師以外がオーダーを入力可能とすること。ただし、利用者認証を
確定できる機能を有すること。（を有すること。

＇０２（
担当医師への連絡のために、診療予約時に定型コメント、フリーコメント入力がで
きること。

＇０３（ 診療予約区分の表示ができること。

＇０４（
代行入力した場合は、未承認として登録され、未承認の患者を表示できること。
また、医師が承認処理を行なうことにより承認となる機能を有すること。

＇０５（ ＇３（の項目に対して個人毎に並び順を変更可能なこと。

＇０６（ 患者一覧画面から患者フリーコメントを編集可能なこと。

＇０７（ 誤って受付した場合でも患者一覧から削除可能なこと。

＇０８（ 患者基本スケジュールが印刷ができること。

＇１／（
診察画面には、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。

＇１０（
予約日、診療科＇または検査グループ（、医師名、＇または検査予約枞名（による患
者一覧の表示ができること。

＇１１（
当日予約の患者や初診の患者の診察室への振り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り分けていた患者を別の診察室へ振り分け、予
約変更できること。なお、振り分けた患者を一覧表示できること。

＇１２（ 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。

＇１３（ 予約パターンまた、診察室ごとに検索ができること。

２－入院基本オーダー

＇０（ 空床状況が病棟別病室別に照会できること。

＇１（ カレンダー形式でベットの使用状況を確認でき、入院操作が出来ること。

＇２（
入院予定、入院決定、入院確認、転棟予定、転科・転室・転ベット、外泊・外出、退
院予定、退院確認、医師．看護師の登録・履歴確認等が可能なこと。

＇３（
外出・外泊での欠食、転棟による配膳先変更、退院により食止めとなる連携情報
等、登録された情報は、食事オーダーに自動的に反映されること。

＇４（
外出・外泊の初期表示に関して、設定により手入力か初期表示を選択可能なこ
と。

＇５（ 入院予定オーダーは、以下の機能を有すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・入力項目は依頼科・医師、入院予定日、目的、期間、主治医、担当医、看護師、
病棟、病室とすること。ただし、主治医、担当医、看護師、病棟、病室は、入力の省
略が可能なこと。

・必要に応じて、入院病名を登録可能なこと。

・入院時の食事は選択可能なこと。

・登録した情報は、入院予定患者一覧に反映されること。

＇7（ 入院予定の段階で文書作成と連動して必要な文書の作成が可能なこと。

＇8（
入院決定オーダーは、以下の機能を有すること。ただし、入院予定オーダー情報
を引き継ぎ、入力の省力化を図ること。

・入力項目は依頼科・医師、入院決定日・時間、目的、期間、主治医、病棟、病室、
ベット、担当医、看護師とすること。ただし、担当医、看護師は省略可能なこと。
　また、外来にて入院予定時に登録済みの情報は入院時＇入院決定時・確認時
等（に情報を引き継げること。

・必要に応じて入院病名を登録可能なこと。

・入院時の食事を選択可能なこと。＇入院予定で登録済みの場合は情報を引き継
ぐ。（

・登録した情報は入院決定患者一覧に反映されること。

・入院決定時、薬剤管理指導記録の医師の同意が取れること。

＇9（ 入院決定の段階で文書作成と連動して必要な文書の作成が可能なこと。

＇10（
入院確認オーダーは以下の機能を有すること。入院予定、入院決定オーダーから
入力の省力化が可能なこと。

・入力項目は依頼科・医師、入院日・時間、主治医、病棟・病室・ベット、担当医、看
護師、室料扱いとすること。ただし、担当医、看護師、室料扱いは省略可能なこと。
また、入力予定、入院決定が登録済みの場合は情報をそのまま引き継げること。

・登録した情報は入院患者一覧に反映されること。

・入院決定時、薬剤管理指導記録の医師の同意が取れること。

＇11（ 入院確認の段階で文書作成と連動して必要な文書の作成が可能なこと。

＇12（ 入院病名入力と病名オーダーを、連動できること。

＇13（ 転科予定オーダー＇転出側病棟にて登録（は、以下の機能を有すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・入力項目は転棟日時、診療科、病棟、病室、ベットとすること。

・登録した情報は、転入側の病棟の転入予定患者一覧に反映されること。

・食事オーダーには、配膳先の変更情報として伝達されること。

・精神科での入院の場合、入院形態、告知医など管理できること。

＇14（ 転入確認オーダー＇転入側病棟の確認情報（は以下の機能を有すること。

・入力項目は転棟日時、診療科、病棟、病室、ベットとすること。

・転棟予定情報はそのまま引き継ぎ、省入力化を図ること。

・転出側の病棟で未実施の予定オーダーや継続オーダーが存在するとき、転科を
伴わない場合には自動的に転入側の病棟のオーダーに変更すること。

・登録した転入情報により、転入予定患者一覧から該当患者が消去されること。

・精神科での入院の場合、入院形態、告知医など管理できること。

＇０5（ 転科・転室・転ベット登録は、以下の機能を有すること。

・入力項目は転棟日時、診療科、病棟、病室、ベット、室料扱いとすること。ただし、
室料扱いは省略可能なこと。

・登録された内容が即時、実行され入院患者一覧に反映されること。

・食事オーダーには、配膳先の変更情報として伝達されること。

・精神科での入院の場合、入院形態、告知医など管理できること。

＇０6（
一覧画面でドラッグアンドドロップ等の簡易な操作により、転室、転ベットが可能で
あること。

＇０7（ 外泊・外出オーダーは、以下の機能を有すること。

・入力項目は開始日時、食事中止日、食事中止区分＇朝食・昼食・夕食（、終了日
時、食事再開日、食事再開区分＇朝食・昼食・夕食（、理由とすること。

・登録した情報は、食事オーダーに欠食情報として伝達されるとともに、医事システ
ムにも反映されること。

＇０8（ 医師．看護師登録は以下の機能を有すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・入力項目は主治医、担当医、看護師とすること。

・主治医、担当医、看護師は複数登録できること。

＇19（ 退院決定オーダーは以下の機能を有すること。

・退院日時、理由、コメント等を入力できること。

＇１0（
退院確認オーダーは以下の機能を有すること。＇退院決定情報を引き継ぎ入力の
省力化を図ること。（

・退院日時、理由、コメント等を入力できること。

・登録した情報は食事オーダーに食止め情報として伝達されるとともに医事システ
ムにも反映されること。

＇１1（ 退院時に未来日の不要なオーダーを一括削除できること。

＇１2（ 患者に指示された入院基本オーダーの履歴状況を一覧形式で表示できること。

＇１２（
患者ID及び４／音検索ができること。＇完全、前方一部ﾃﾞｰﾀでの検索を可能とする
こと。（

＇１３（ 同姓同名の患者は、識別表示できること。

＇１４（
薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなど職制に応じた担当者を複数登録し管理
できること。

＇１５（ 担当している患者を、一覧表形式にて絞込みができること。

＇１６（ オーダ画面を開いたときに、当該患者の担当者が表示できること。

＇１７（
保護室を定床に含めて管理するか、定床から除外して管理するかが選択できるこ
と。

＇１８（
退院登録時にそれ以降のオーダーがある場合はキャンセルしてよいかアラートを
出すことができること。

＇２／（ 退院登録は容易に解除して、入院に復旧できること。

＇２０（ 病棟患者一覧に在院日数を表示できること。

＇２１（ 病棟患者一覧から経過表連携できること。

＇２２（ 病室タイプごとの空床検索ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２３（
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・看護必要度が病棟マップ等にも表示できること。

＇２４（ 患者のパス適応状態が病棟マップ等に表示できること。

３－食事オーダー

＇０（ オーダー画面をカルテ画面がら独立して別ウィンドウで表示可能なこと。

＇１（
入院時の食事情報、転科・転室情報、外泊・外出に伴う欠食情報及び退院による
食止め情報は入院基本オーダーから自動的に伝達されること。

＇２（ 給食システムへの情報伝達を可能とすること。

＇３（
次の内容を入力ができること。マスタまたは他のシステムで入力済みの項目につ
いては、選択入力または自動表示できること。

・食種

・開始日、終了日

・食事区分＇朝・昼・夕（

・主食の食品・量

・禁止食品、代替食品

・特別食の加算・非加算

・エネルギー指示＇熱量制限、低蛋白食（

・食止め及び理由

・定型コメント及びフリーコメント

＇４（ オーダー食の栄養量表示ができること。

＇５（ 食種一覧表からの食種選択入力ができること。

＇６（ 食種一覧表には、食種別の栄養量の表示ができること。

＇７（
食事開始日、食事区分＇朝・昼・夕食（の入力画面は、締切時間を考慮した表示が
できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８（ 食事終了日は、指定しない限りオーダー食を継続すること。

＇０／（
患者に指示した食事の履歴内容は、カレンダー形式等＇１週間分以上（で表示し、
以下の機能を有すること。

・日付または患者の選択により、該当する食事詳細情報を表示できること。

・表示されたオーダーに対し、食事箋の発行、再発行ができること。

・表示されたオーダーに対し、削除指示ができること。

＇００（ 登録済みの食事の編集、登録済みの食事の流用＇コピー（が可能なこと。

＇０１（ 食事カレンダーを表示しながら、食事オーダー指示が可能なこと。

＇０２（ 食種をグループ別に分類管理でき、選択できること。

＇０３（ 身長・体重は、患者基本情報と連動していること。

＇０４（ 選択した食種に応じた、詳細指示が可能なこと。

・食事締め切り時間のチェックを自動的に行い、登録可能な食事開始日．区分
を、既定値表示することが可能なこと。

・食事を継続する場合は、終了日および食事終了区分は入力を省略できること。

・特別食を指示する場合は、必要に応じて特別加算病名を入力できること。

・特別指示として栄養管理部門に伝えたいコメント情報や、食物禁忌情報＇患者基
本オーダーで登録済み項目が、自動的に選択済みになること。（を入力可能なこ
と。

・術後食、潰瘍食等は、パターン食として食事の変動＇食上がり（に従ったセットを、
作成可能なこと。

＇０５（ 食事と患者食物アレルギーとのチェック機能を有すること。

＇０６（ ０食単位で医事会計システムへ送信ができること。

＇０７（ 特定薬剤服用時には該当する食物禁忌チェックができること。

＇０８（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
食事オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇１／（
セット食事を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職種に対し、
回数を指定できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

5.処方オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
薬袋印字機、自動調剤分包機に、処方オーダーで入力されたデータが伝達できる
こと。

＇３（
薬剤の入力方法はフォルダーを利用した頻用薬剤から選択する方法と、カナ・ア
ルファベット等の検索入力方法をとること。
また、２文字以上の検索可能なこと。

＇４（
薬剤検索時、リアルタイムで入力文字から候補薬剤を表示すること。又、医師が多
く利用している薬剤を、文字サイズを大きく表示するなど、誤った薬を選択させない
為の工夫がされていること。

＇５（ 以下の内容を入力ができること。マスタまたは自動表示できること。

・薬剤　・用量　・用法＇内服・外用・頓服・回数・時間・粉砕・混合等（・投与日数・一
包化表示。

＇６（ 薬効検索ができること。

＇７（
薬品選択時に、頻用の薬剤の用量をあらかじめ登録しておき、表示できること。ま
た、必要に応じて変更できること。

＇８（ 薬剤指定によるＤＩを表示できること。

＇０／（
過去の指示内容流用時は、オーダーの履歴ウィンドウから今回診療オーダーウィ
ンドウへ直接、ＤＯ入力ができること。

＇００（ セット入力はセットウィンドウから、ドラッグ＆ドロップで簡単にできること。

＇０１（ 複数のオーダーを０つにまとめてオーダできること。

＇０２（
必要に応じて処方箋選択コメント・処方箋コメント＇処方箋に付加するコメント（、薬
剤　コメント＇薬剤単位に付加するコメント（、用法コメント＇用法に付加するコメント（
がＲｐ毎に登録可能なこと。

＇０３（
処方薬剤を入力した際、その処方薬剤に適応した病名を一覧表示し、その一覧か
ら病名登録可能なこと。

＇０４（ 以下のチェック機能を有すること。

・薬剤の警告量チェック、極量チェック、最大投与日数チェック。

・用法と使用量の適合チェック、粉砕化可否チェック。

・患者アレルギーチェック、妊産婦禁忌チェック。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・他科を含めた服用期間の重なる薬剤との重複チェック、絶対禁忌チェック、相互
作用チェック。

・他の端末で入力中の処方データもチェック対象とすること。

・劇薬、麻薬、特殊薬剤警告チェック。

・注射薬剤との禁忌チェック。

・他の端末で入力中の注射データもチェック対象とすること。

・院外不可薬剤チェック、採用薬期限切れチェック。

・同月内の院内．院外処方混在チェック。

・分割チェック、成分重複チェック、年齢別投与制限チェック、妊婦授乳婦チェック。

・禁忌病名チェック、適応病名チェック。

＇０５（
警告に対して、コメント付加等の一定の条件によるオーダーができること。強制入
力によるオーダーはコメントまたは識別表示ができること。

＇０６（ 定期、継続、臨時、先渡、退院、緊急の処方区分を有すること。

＇０７（
オーダーの進捗状況をカレンダー形式等＇１週間分以上（で表示し以下の機能を
有すること。

・患者を条件によって、限定して表示可能なこと。

・日付を選択することにより、該当する詳細情報が参照可能なこと。

・表示されたオーダーに対して処方箋の発行、再発行が行えること。

・表示されたオーダーに対して削除指示、未実施指示が行えること。

＇０８（
オーダー修正時、修正前と修正後の内容を同一画面で確認できること。また、修
正前と修正後の項目は文字色が変わり一目で把握できること。

＇１／（ 入力した時間帯により院内．院外区分の既定値を設定できること。

＇１０（ 患者毎に院内．院外区分の既定値を設定できること。

＇１１（ 院外処方オーダーに伴う院外処方箋を出力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１２（ 麻薬処方箋を出力できること。

＇１３（ 適用保険の保険者番号等を院外処方箋に印字できること。

＇１４（ 院外処方箋に１次元コードを印字できること。

＇１５（ 病棟で至急、臨時オーダーに伴う処方箋の発行ができること。

＇１６（
処方区分＇定時・臨時・退院（により、異なったタイミングで薬剤部門へ情報送信
し、必要に応じて処方箋が出力できること。

＇１７（ 処方履歴として以下の内容の表示ができること。

・日付、時間＇オーダー日（

・診療科

・入外区分

・依頼医師

・オーダー種別

・オーダー進捗状況＇実施、未実施（

・全科・自科の切替表示ができること。

・処方日指定で、処方内容の表示ができること。

＇１８（ ＤＩ情報を、マスタに取り込めること。

＇２／（ 定期処方は、担当医であるなら他科でも可能とすること。

＇２０（ 麻薬・劇薬は識別表示できること。

＇２１（ 錠剤一包化、散薬一包化の指示＇ボタン（・不均等投与機能を有すること。

＇２２（ 医師への督促コメント機能を有すること。

＇２３（ 薬剤部門でも、医師と同じ画面で照会できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２４（ 院外処方専用採用薬について、院内処方押下時にエラー表示が可能なこと。

＇２５（
処方箋の出力について出力先を以下の条件で切り替えることができるること。
０－手動により時間内・時間外を切替え出力先を変更。

＇２６（
院内・院外処方箋の出力＇再発行（
プリンター等の不具合時の対応として再発行が可能であること。

＇２７（
入院処方箋の出力＇取り出し（
処方箋＇注射含む（の出力は定時と臨時おのおの別プリンター＇.注射も別（とし、定
時薬の取り出しがALL・病棟別・ID番号等で可能なこと。

＇２８（ 処方箋に患者基本情報のほか、処方医、科名、病室番号等が出力できること。

＇３／（ 院外、院内、麻薬の各処方箋では、一回量と一日量の併記が可能なこと。

＇３０（ 薬剤選択時、薬剤部門からの注意コメントが表示できること。

＇３１（
医師毎の使用頻度に応じて頻用薬リストが自動的に作成され、そのリストからオー
ダーが容易にできること。

＇３２（ 一度のオーダーで麻薬処方と通常の処方が同時に行えること。

＇３３（ 適用病名、禁忌病名との薬剤チェックができること。

＇３４（
適応病名チェックは処方オーダー登録時、処方オーダー流用時にチェックがかか
ること。

＇３５（
適応病名チェックがかかった処方薬剤に対し、適応病名の一覧を表示し、一覧より
病名の登録まで行えること。

＇３６（
適応病名チェックに、複数の薬剤がかかった場合でも、薬剤ごとに適応病名の登
録が行えること。

＇３７（
適応病名一覧画面では、適応病名を登録する必要のある薬剤数が、常に表示さ
れていること。

＇３８（
適応病名の一覧では、病名の漢字名称もしくはカナ名称、キーワードの部分一致
もしくは前方一致で病名の絞り込みができること。

＇４／（ 登録する病名を、主病名として登録可能なこと。

＇４０（ 登録する病名に疑いサインを付加できること。

＇４１（ 体重、対表面積、年齢別薬剤規定値計算ができること。

＇４２（ 疑義照会等で変更のあった場合は、再送信可能なこと。

＇４３（ 会計終了後の追加処方にも対応することができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４４（ 追加の場合、追加分のみの出力ができること。

＇４６（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇４７（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
処方オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇４８（
薬品選択時に一般名と商品名のどちらでも検索し選択できること。
また、ジェネリック医薬品は一般名と先発医薬品名称のどちらでも検索できること。

５.検体検査オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
次の内容を入力ができること。マスターまたは、他のシステムで入力済みの項目に
ついては、選択入力または自動表示できること。

・検査種別検査項目＇一般、生化、血液、血清、細菌、細胞診、遺伝子検査＇PCR
等の検体系（など。（

・検査日時及び、同一日の同一項目の時間指定。

・検体材料

・培養方法、検査材料、使用薬剤、染色方法＇細菌検査（

・検査時間及び薬剤＇負荷試験（

・定型コメント及びフリーコメント

＇３（ 入力は、検査伝票イメージで項目選択形式で行えること。

＇４（ 運用に応じて緊急及び至急扱いの１レベル指定できること。

＇５（ 緊急及び至急扱いの指定は検査項目単位にできること。

＇６（ 緊急・至急検査が、識別表示できること。

＇７（ 時間外検査、曜日指定検査は、別途選択入力できること。

＇８（
外注検査、保険外検査も同様にオーダーできること。保険外検査については、識
別表示できること。

＇０／（ セット入力はセットウィンドウから、ドラッグ＆ドロップで簡単にできること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００（ 複数のオーダーを０つにまとめてオーダーできること。

＇０１（
検体検査セットを複数オーダー入力時、一つのセットを削除した場合に、重複した
項目を削除せず残せること。

＇０２（
検体検査オーダーで作成したセットは、カルテ画面でセット名称が識別可能なこ
と。

＇０３（ 入力したオーダーを複数の日付にコピーする機能を有すること。

＇０４（
オーダー入力項目を検査種別毎に一覧表示でき、オーダー内容の確認ができるこ
と。

＇０５（
必要に応じて、検体ごとにコメントが入力可能なこと。また、検査部門からのコメン
ト情報を表示できること。

＇０６（ 以下のチェック機能を有すること。

・検査項目の重複チェック。

・他の端末から入力中の検査データもチェックの対象とすること。

・検査指示日の休診日チェック。

・検体変更指示時の検体と検査項目の妥当性チェック。

＇０７（
前回検査時の異常値検査項目を、入力画面で認識可能なこと。または、入力しな
がら確認可能なこと。

＇０８（
病棟、部門でオーダーの進捗状況をカレンダー形式等で表示し、以下の機能を有
すること。

・前後のカレンダーも(過去、未来３年間以上（表示可能なこと。

・カレンダー上の選択で、詳細情報が表示可能なこと。

・患者氏名の選択により、表示期間内＇１週間以上表示（に指示された、全ての
オーダーの内容が表示可能なこと。

・日付選択により、該当日に指示された全ての患者のオーダーに関わる詳細情報
が表示可能なこと。

・表示されたオーダーについて、検体ラベル・採取指示票の発行、仮発行、再発行
ができること。

・表示されたオーダーについて、削除指示、未実施指示、中止指示、中止取消指
示が行えること。

・部門で一括指示にて、診療科別、病棟別にオーダー進捗状況が表示されること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・検体採取指示票に、患者ID№のバーコードが印刷されること。

＇１／（ 検体ラベルには、次の情報が印字できること。

・バーコード　・検査材料種別　・採取ナンバー　・検査名　・感染症情報等　・採取
日時

・患者氏名　・採取管の種類　・保存方法　・患者ＩＤ　・採液本数　・採取量　・診察
科等

＇１０（
外来診察室または処置室採液の検体ラベル、検査指示書は指定部署で出力でき
ること。

＇１１（
定時採血締切時間以降はシステムにて自動判断を行い、病棟で検体ﾗﾍﾞﾙ、検査
指示書が出力できること。

＇１２（ 以下の内容の検査結果が表示できること。

・検査日指定で検査種別毎の検査結果一覧表示。

・検査項目別または検査セット指定による時系列表示。

・検査項目指定または検査セット指定による時系列グラフ表示。

検査結果時系列グラフ表示画面の表示方法は、以下に関して設定により変更でき
ること。　・日付表示位置　・日付、結果値の表示方法

＇１３（ 基準値を越える検査結果は、識別表示できること。

＇１４（ 検査結果の到着は、リアルタイムで知らせること。

＇１５（ 検査結果により感染症及び血液型情報の自動反映が可能であること。

＇１６（ 検査結果報告書の印字が可能であること。

＇１７（ 日付未定のオーダーが可能であること。

＇１８（
他科からの同一項目オーダーは、先入力されているオーダーに自動追加するこ
と。

＇２／（ 曜日別、時間別に採取時間の規定値管理ができること。

＇２０（ 項目が分からない場合、検索し入力できること。

＇２１（
入院患者の検体採取ラベルは当該患者の病棟端末で、病棟毎に一括又はオー
ダー単位で発行できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２３（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇２４（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
検体検査オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

7.検体検査結果照会

＇０（
検査結果画面は操作者が任意にオーダー画面がら切り離して別ウィンドウで表示
出来ること。

＇１（
別ウィンドウ表示した場合は、検査結果画面に患者情報を表示すること。複数患
者起動を想定して、表示内容はオーダー画面と同等の情報を表示すること。

＇２（ 検体検査の結果を検査システムからオンラインにて取り込みが可能なこと。

＇３（ 各科検査の結果を入力できること。

＇４（ 取り込まれた結果は日付別、検査種別に参照が可能なこと。

＇５（ 検査結果は検査項目を時系列で参照が可能なこと。

＇６（
検査結果は検査項目を指定しない場合、表示期間内に含まれる全ての検査項目
を時系列で参照が可能なこと。

＇７（
病院共通・科共通・医師個人毎に参照用セットマスターが設定できセットマスター
に従った時系列表示が出来ること。

＇８（ 選択した検査結果をグラフ表示できること。

＇０／（ 選択した検査結果をグラフ表示できること。

＇００（ オーダー画面を参照しながら、結果参照が可能なこと。

７－生理オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
次の内容を入力ができること。マスターまたは他のシステムで入力済みの項目に
ついては選択入力または自動表示できること。

・検査種別、検査項目　・検査薬剤　・検査目的　・病名

・検査日時　・定型コメント及びフリーコメント

＇３（ 当日緊急オーダー指定ができること。

＇４（ 科別・初診時、入院時、術前後セット等のセット選択入力ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（ 予約の必要な検査は、検査指示と一連の操作で入力できること。

＇６（ 予約時間が重複した場合は、警告表示できること。

＇７（ 予約入力時に既予約情報を同一画面で表示できること。

＇８（ 予約入力時に、診療予約も同時に取得できること。

＇０／（ 複数の検査項目の予約を、一画面で取得できること。

＇００（ 患者別の検査指示書を、必要に応じて出力できること。

＇０１（ 患者受付が以下の方法でできること。

・診察券　・患者ＩＤ入力　・予約患者一覧選択

＇０２（ 検査予定表が出力できること。

＇０３（ オーダー内容を元に、実施内容を入力できること。

・オーダー指定日時、検査種別ごとに実施入力ができること。

・使用薬剤、診療材料の入力ができること。

・実施内容は医事会計システムへ送信できること。

・受付により、即実施とできる検査項目を設定できること。

＇０５（ 生理検査履歴表示として以下の内容の表示ができること。

・日付＇オーダー日（　・入外区分　・診察科　・依頼医師

・オーダー進捗状況＇未実施、受付済み、実施済み、中止等（

＇０６（ 薬剤の必要な検査は、薬剤のセット登録ができること。

＇０７（ 生理検査オーダーの実施入力及びコメントを付加することが可能なこと。

＇０８（
タックシールの発行＇台紙に貼るための患者ＩＤ番号､氏名､生年月日、年齢、検査
日等が印刷されたシール（ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１／（ 受付時、診察券またはバーコードによる患者情報の取り込みが可能なこと。

＇１０（ 項目単位に文書作成と連動して必要なの作成が可能なこと。

＇１１（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇１２（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
生理オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇１３（ 画像生理依頼票に、患者チェック項目のチェック内容について印字されること。

８.病理検査オーダー

＇０（ 手技、採取臓器＇採取材料（の指定ができること。

＇１（ 検査方法の指定ができること。

＇２（ 検体ラベルの出力ができること。

＇３（ 染色方法を指定できること。

＇４（ ＳＮＯＭＥＤコードに対応できること。

＇５（ シェーマ連携ができること。

＇６（ 検査目的などの指定ができること。

＇７（
病理検査システムのｗｅｂサーバにある病理検査ﾚﾎﾟｰﾄをブラウザを使用して閲覧
できること。

０／－画像検査オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
次の内容を入力ができること。マスターまたは他のシステムで入力済みの項目に
ついては選択入力または自動表示できること。

・検査種別による検査項目

・撮影種別毎の部位・手技・撮影方向

・検査目的



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・検査薬剤の入力

・病名

・検査日時

・至急現象の指示

・定型コメント及びフリーコメント

＇３（ 検査薬剤と、個人禁忌薬剤との禁忌チェックが可能なこと。

＇４（ 当日緊急オーダー指定ができること。

＇５（ 科別・初診時、入院時、術前後セット等のセット選択入力ができること。

＇６（ 予約の必要な検査は、検査指示と一連の操作で入力できること。

＇７（ 予約時間が重複した場合は、警告表示できること。

＇８（ 予約入力時に既予約情報を同一画面で表示できること。

＇０／（ 予約入力時に、診療予約も同時に取得できること。

＇００（
オーダー時、患者確認チェック項目が患者基本と連動し、医療ミスを軽減する機能
を有していること。

＇０１（
患者確認チェック項目で一つでも未確認も内容がある場合、警告もしくはエラーが
表示されること。

＇０２（
体内金属のチェック以外にも、患者様からの同意書の有無もチェック対象であるこ
と。

＇０３（ 複数の検査項目の予約を、一画面で取得できること。

＇０４（ 患者別の検査指示書を必要に応じて出力できること。

＇０５（ 画像検査履歴表示として以下の内容の表示ができること。

・日付＇オーダー日（　・入外区分　・診察科　・依頼医師

・オーダー進捗状況＇未実施、受付済み、実施済み、中止等（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０８（ 放射線画像管理システムから送信された画像データが表示できること。

＇１／（ 検査日指定で検査結果＇画像（及び読影レポート表示ができること。

＇１０（ 放射線部門からのコメント情報を表示できること。

＇１１（
科別・初診時・入院時・術前後セット等の登録ができること。薬剤の必要な検査は、
薬剤のセット登録もできること。

＇１２（ 患者のペースメーカ＇金属（チェックが出来ること。

＇１３（ オーダーにてシェーマを使用した依頼が出来ること。

＇１４（ 項目単位に文書作成と連動して必要なの作成が可能なこと。

＇１４（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇１５（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
画像検査オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇１６（ 撮影機種ごとに、結果受信の対象および対象外を指定できること。

＇１７（ 画像生理依頼票に、患者チェック項目のチェック内容について印字されること。

００－画像結果照会

＇０（
画像結果照会画面は操作者が任意にオーダー画面がら切り離して別ウィンドウで
表示出来ること。

＇１（
画像結果は、ファイル、スキャナ取り込み、画像システムとの連携により取り込み
が可能なこと。

＇２（ 取り込んだ画像結果はモダリティ別、時系列で管理が可能なこと。

＇３（ 取り込んだ画像には編集、コメント追加が可能なこと。

＇４（ オーダー画面を参照しながら、結果参照が可能なこと。

０１－予約オーダー

＇０（ 患者の診療予約や検査予約を登録し、予約票が発行可能なこと。

＇１（ 基本スケジュール、月例スケジュールを作成できること。

＇２（ 基本スケジュール作成時、時間毎の規定値ポイントを設定出来ること。

＇３（
患者に登録された診療予約及び検査予約の取得状況を、サマリー形式で表示す
ること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（ 登録済み予約日付枞の選択により、予約の修正や削除が行えること。

＇５（ 複数の予約スケジュールを表示し、予約の空き状況が確認できること。

＇６（
操作者の任意で、最大8項目の予約スケジュールを一画面で表示し、予約の空き
状況が確認できること。

＇７（ 予約の空き状況は、数字表示・マーク表示が設定で選択可能なこと。

＇８（ 複数の予約スケジュールを表示し、一度に予約を取得できること。

＇０／（
予約スケジュールカレンダーの日付枞を選択することで、その日付に予約を登録
できること。

＇００（
予約スケジュールカレンダーは、当日を基準とし○週間後、○ヶ月後とページ送り
がワンクリックで行え、該当日に色が付き一目で把握可能なこと。

＇０１（ 取得済みの予約時間、予約区分及び行為区分が変更可能なこと。

＇０２（
予約修正の際、既存で予約を取得している日付に色が付き、何時の予約を変更す
るか確認が容易なこと。

＇０３（ 予約の依頼医師、準備品、コメントの登録が可能なこと。

＇０４（
行為区分をあらかじめ設定することにより、患者ごとに予約ポイント数を指定し、登
録できること。

＇０５（ 基本スケジュール照会は、以下の機能を有すること。

・予約の枞単位にスケジュールを作成すること。

・曜日選択により詳細スケジュールの編集が可能なこと。

・曜日ごとに時間枞と０日枞の予約ポイント数を設定し、登録可能なこと。

・受付場所、特別診療の情報が登録可能なこと。

・必要に応じて、入外限定＋診療科限定の情報が登録可能なこと。

＇０６（ 予め連動予約項目設定しておくことにより、複数の予約を同時取得可能なこと。

＇０７（ 予約は０年以上先まで予約可能なこと。

＇０８（ 他の予約項目と連動取得が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１／（ 予約時間単位で、入院・外来の登録制限がかけれること。

＇１０（ 予約項目単位で、診療科の取得制限がかけれること。

＇１１（
予約項目単位に、1日のMAX人数が指定可能なこと。
1日内の強制入力数に制限がかけれること。

＇１２（ 予約画面は、カレンダー形式と一覧形式を設定により切替えが可能なこと。

＇１４（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

０２－注射オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇２（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇３（
薬剤検索等の方法を利用して注射に関する情報を登録し、注射箋を発行するこ
と。

＇４（
オーダーが正常に登録されたが、注射箋が発行されなかった場合、メッセージを表
示、操作者に対し再発行を促し、発行の漏れを防ぐことができること。

＇５（
患者の注射履歴＇当日を含め前後１週間分（をサマリー形式で一覧表示・印刷可
能とすること。

＇６（
表示された履歴単位または日付単位でＤｏ入力＋修正入力＋実施入力を行うことが
できること。

＇７（ セット入力はセットウィンドウから、ドラッグ＆ドロップで簡単にできること。

＇８（ 複数のオーダーを０つにまとめてオーダーできること。

＇０／（
当日の注射オーダーを一覧形式にて表示でき、そこからクリックで実施できるこ
と。

＇００（
情報の入力は①ルート＇手技（選択→薬剤入力、②薬剤入力→ルート選択のいず
れかを導入時に設定できること。

＇０１（
薬剤の入力方法はフォルダーを利用して頻用薬剤から選択する方法と、カナ・ア
ルファベット検索入力方法等の１種類以上が可能なこと。

＇０２（
薬剤検索時、リアルタイムで入力文字から候補薬剤を表示すること。又、医師が多
く利用している薬剤を、文字サイズを大きく表示するなど、誤った薬を選択させない
為の工夫がされていること。

＇０３（ 薬効検索ができること。

＇０４（ 麻薬は識別表示できること。

＇０５（ 用量は、複数単位で選択入力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０６（ 以下の内容を入力ができること。マスターまたは自動表示できること。

・薬剤　・用量　・用法＇手技、速度．時間、投与経路、実施時間．回数（

・投与期間　・コメント＇定型・フリー（

＇０７（ 薬剤指定によるＤＩ表示できること。

＇０８（ 科別、疾患別セットの選択入力が容易にできること。

＇１／（
既オーダーを参照し、全部または一部を流用＇ＤＯ処理（してオーダーができるこ
と。

＇１０（
科別、疾患別セットの登録が作成できること。また、セットの作成、修正は容易に
ユーザー側で行えること。

＇１１（ 必要に応じて以下のコメントが入力可能なこと。

・ルートに付加するコメントとして、ルートコメント、手技コメント。

・薬剤及び使用量に付加するコメントとして、薬剤・使用量コメント。

・Ｒｐ－単位に付加するコメントとして、ＲＰコメント。

＇１２（ ルートが点滴などの場合、必要に応じて溶解度や速度の入力ができること。

＇１３（
実施期間の入力は連続指定＇開始と終了の日付入力（、日付指定＇５回分（が可能
なこと。

＇１４（
注射薬剤を入力した際、その注射薬剤に適応した病名を一覧表示し、その一覧か
ら病名登録可能なこと。

＇１５（ 入力時のチェック機能として以下有すること。

・薬剤の警告量チェック＋極量チェック＋最大投与日数チェック。

・手技と注射薬の適合チェック。

・患者アレルギーチェック＋妊産婦禁忌チェック。

・他注射オーダーとの重複チェック＋絶対禁忌チェック＋相互作用チェック＋混合
チェック。

・他の端末で入力中の処方データもチェック対象とすること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・採用薬期限切れチェック。

・麻薬・特殊薬剤警告。

・処方薬剤との禁忌チェック。

・他の端末で入力中の処方データもチェック対象とすること。

・分割チェック、成分重複チェック、年齢別投与制限チェック、妊婦授乳婦チェック。

・禁忌病名チェック、適応病名チェック。

＇１６（
オーダーの進捗状況を今週と翌週の１週間分をカレンダー形式で表示し、以下の
機能を有すること。

・指示により前後のカレンダーが表示可能なこと。

・日付を選択することにより、該当する日に指示された全ての患者のオーダーの詳
細情報が表示できること。

・表示されたオーダーについて、注射箋の発行＋再発行が行えること。

・表示されたオーダーについて、削除指示、未実施指示、中止指示、中止取消指
示が行えること。

＇１７（ 注射カレンダーはオーダ画面から直接起動可能なこと。

＇１８（
部門照会機能として、オーダーの進捗状況を一覧形式で表示し、以下の機能を有
すること。

・患者照会指示にて、患者の詳細ウィンドウを表示すること。

・一括表示指示にて、一括オーダー進捗状況を表示すること。

＇２／（
オーダー修正時、修正前と修正後の内容を同一画面で確認できること。また、修
正前と修正後の項目は文字色が変わり一目で把握できること。

＇２０（ 注射履歴として、以下の内容の表示ができること。

・日付＇オーダー日（　・診療科　・入外区分。

・全科・自科の切替表示ができること。

・注射日指定で注射内容の表示ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１６（
カレンダー形式で注射予定及び履歴が参照できること。また、そこから実施入力も
可能であること。

＇１７（ ＲＰ・回数別の実施入力を管理できること。

＇１８（ 定時、定期、臨時、至急等処方＇注射（の開始日が、表示可能なこと。

＇２／（ 注射オーダー入力時に、用法に応じた投与実施時間の規定値管理ができること。

＇２０（ 適用病名、禁忌病名との薬剤チェックができること。

＇２１（
適応病名チェックは注射オーダー登録時、注射オーダー流用時にチェックがかか
ること。

＇２２（
適応病名チェックがかかった注射薬剤に対し、適応病名の一覧を表示し、一覧より
病名の登録まで行えること。

＇２３（
適応病名チェックに、複数の薬剤がかかった場合でも、薬剤ごとに適用病名の登
録が行えること。

＇２４（
適応病名一覧画面では、適応病名を登録する必要のある薬剤数が、常に表示さ
れていること。

＇２５（
適応病名の一覧では、病名の漢字名称もしくはカナ名称、キーワードの部分一致
もしくは前方一致で病名の絞り込みができること。

＇２６（ 登録する病名を、主病名として登録可能なこと。

＇２７（ 登録する病名に疑いサインを付加できること。

＇２８（ 体重、対表面積、年齢別薬剤規定値計算ができること。

＇３／（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇３０（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
注射オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

０３－リハビリオーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
次の内容を入力できること。マスターまたは他のシステムで入力済みの項目につ
いては選択入力、または自動表示できること。

　・診断病名＇登録されている患者病名からの選択又はフリー入力できること。（

　・障害名＇複数選択できること。（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・治療目標＇主となるもの、副となるもの（

　・疾患分類＇脳血管疾患、運動器、呼吸器など（

　・診療報酬区分＇理学、作業、言語及び単位数（

　・訓練場所

　・加算の有無

　・リハビリの内容

　・起算日

　・各種コメント＇定型句からの選択又はフリー入力できること。（

＇３（ 依頼内容が反映されたリハビリ依頼箋＇処方箋（が出力できること。

＇４（ 予約状況が表示できること。又、リハビリの予約が療法士毎にできること。

＇５（ 予約状況を参照しながら、予約ができること。

＇６（ リハビリ依頼患者一覧から患者を選択し、療法士毎の予約が入力できること。

＇７（ リハビリ予約は期間、曜日、時間を指定することにより一括で入力できること。

＇８（ リハビリ予約患者一覧から実施入力ができること。

＇０／（ 入院患者一覧から、リハビリ実施入力画面を起動できること。

＇００（ リハビリ実施入力時には、オーダー時、予約時に入力した情報を引き継ぐこと。

＇０１（ 実施と予約の連動により療法士毎の単位管理が可能であること。

＇０２（ リハビリ評価が入力でき、時系列表示が可能であること。

＇０３（ 入院患者一覧から、リハビリ評価入力画面を起動できること。

＇０４（
リハビリ評価入力画面は、FIM、Barthel Index等選択した検査名に応じた入力画面
が展開されること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０６（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇０７（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
リハビリオーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇０８（ 科別・医師セット入力機能

＇１／（ リハビリ申込歴が表示できること。

＇１０（ リハビリ申込歴から申込中止ができること。

＇１１（
リハビリ申込歴から、過去の依頼したリハビリと同じ内容を依頼できること。＇ＤＯ機
能（

０４－処置オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面から切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（
次の内容が入力できること。マスターまたは他のシステムで入力済みの項目につ
いては選択入力、または自動表示できること。

　・処置項目

　・処置実施日及び期間

　・処置部位

　・処置薬、診療材料、＇自費部分も含む（

　・定型コメント及びフリーコメント

＇３（ 処置薬剤の、個人禁忌薬との禁忌チェックが可能なこと。

＇４（
病名登録が必要な項目については、登録時に病名オーダーが自動で起動するこ
と。

＇５（ 処置薬剤、処置材料の検索機能を有していること。

＇６（ 処置内容がカレンダー形式で表示可能なこと。

＇７（ カレンダー画面から指示の実施・中止等の実施入両が可能なこと。

＇８（ カレンダー画面は、カルテ画面から直接起動が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０／（ カレンダーを参照しながら処置入力が可能なこと。

＇００（ 既オーダを参照し、流用＇ＤＯ処理（して処置オーダーができること。

＇０１（ 科別、疾患別処置セットの選択入力が容易にできること。

＇０２（
処置項目により、即実施＇オーダー登録時に実施とする（と予定実施＇オーダー登
録時は未実施とし、処理を実施後に実施入力（に分けて管理できること。

＇０３（
処置日付は、既定値で当日に設定できること。又、処置日付は期間の指定も可能
とする。

＇０４（ オーダーとの付加情報として患者情報に加えて次の項目を送信できること。

　・診察科

　・指示医師

＇０５（
予定実施となる処置項目については、オーダー内容をもとに、実施入力できるこ
と。

＇０６（ オーダー単位毎に実施入力ができること。

＇０７（
使用薬剤、診察材料の規定値で設定できること。又、実施入力時にはこれらの使
用量を変更できること。

＇０８（ 実施入力は処置歴に反映できること。

＇１／（ 実施内容は医事会計システムへ送信されること。

＇１０（
科別、疾患別セットの登録が作成できること。また、セットの作成、修正は容易に病
院側で行えること。

＇１２（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇１３（
他の端末で同一患者のカルテを同時に開いている際に、双方で入力中の処置
オーダーの内容がリアルタイムに参照可能なこと。

０５－手術オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 診療部門で手術予定情報を入力できること。

＇２（
手術予定では、以下の情報を入力できること。又、各項目ごとに必須と任意の設
定ができること。

　・手術進捗



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・要求度

　・手術日

　・手術室

　・入室予定時間

　・手術開始予定時間

　・順番

　・所要時間

　・術前病名

　・合併症

　・術式

　・依頼医

　・手術室名

　・手術器材

　・麻酔科依頼

　・戻り先

　・コメント＇選択　or フリー（

＇３（ 手術予定入力画面で感染症情報が自動表示され確認できること。

＇４（ 手術予定入力画面で各種アレルギー情報が自動表示され確認できること。

＇５（ その患者についての全ての手術サマリーを表示し、詳細が参照できること。

＇６（
手術チャート画面を照会し、すでに登録されている手術オーダーの一覧、手術室
の状況を参照することができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇７（ 部長医師等の承認後、手術部への手術依頼を入力できること。

＇８（
手術依頼では、以下の情報を入力できること。又、各項目ごとに必須と任意の設
定ができること。

・手術進捗

　・要求度

　・手術日

　・手術室

　・入室予定時間

　・手術開始予定時間

　・順番

　・所要時間

　・術前病名

　・合併症

　・術式

　・依頼医

　・手術室名

　・手術器材

　・麻酔科依頼

　・戻り先

　・コメント＇選択　or フリー（

　・体位



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・部位

　・麻酔法

　・手術材料

　・主治医

　・術者

　・輸血製剤種

＇０／（ 手術依頼入力画面で感染症情報が自動表示され確認できること。

＇００（ 手術依頼入力画面で各種アレルギー情報が自動表示され確認できること。

＇０１（ 手術依頼情報の登録により手術の依頼箋が出力できること。

＇０２（ 手術チャート画面にて、以下の情報が参照できること。

・手術オーダー一覧　９　依頼科．在院科、入院病棟、進捗状態、対象期間、医
師、看護師を指定することにより、条件にあった手術申込オーダーの一覧を表示
できること。

・手術室状況表示　９　対象期間を指定することにより、期間内の各手術室の予
約、および使用状況を日付、手術室ごとに表示できること。

・手術時間帯は、手術開始時間および手術進捗状態に応じた色で表示できるこ
と。

・手術時間帯色分け表示　９　手術予定．依頼、手術決定がそれぞれ色分けされ
て、スケジュールが表示でき、手術室が重複している時間帯は別色で表示される
こと。

＇０３（ 手術オーダー一覧から該当する手術を選択し編集ができること。

＇０４（
手術オーダー一覧から手術依頼を選択し、手術決定が入力できること。
入力時には手術依頼で入力した内容が、引継がれて表示されること。

＇０５（
手術決定では、以下の情報を入力できること。又、各項目ごとに必須と任意の設
定ができること。

・手術進捗

・要求度

・手術日



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・手術室

・入室予定時間

・手術開始予定時間

・順番

・所要時間

・術前病名

・合併症

・術式

・依頼医

・手術室名

・手術器材

・麻酔科依頼

・戻り先

・コメント＇選択 or フリー（

・体位

・部位

・麻酔法

・麻酔薬剤

・手術材料

・主治医



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・術者

・輸血製剤種

・直接看護師

・間接看護師

＇０６（ 手術依頼入力画面で感染症情報が自動表示され確認できること。

＇０７（ 手術依頼入力画面で各種アレルギー情報が自動表示され確認できること。

＇０８（
手術オーダー一覧から手術決定を選択し、手術実施入力ができること。
入力時には手術決定で入力した内用が、引き継がれて表示されること。

＇１／（
手術実施では、以下の情報を入力できること。又、各項目ごとに必須と任意の設
定ができること。

　・手術進捗

　・要求度

　・手術日

　・手術室

　・入室予定時間

　・手術開始予定時間

　・実入室時間、退室時間

　・執刀開始時間、終了時間

　・麻酔開始時間、終了時間

　・順番

　・所要時間

　・術前病名



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・合併症

　・術式

　・依頼医

　・手術室名

　・手術器材

　・麻酔科依頼

　・麻酔薬剤

　・麻酔医

　・戻り先

　・コメント＇選択　or フリー（

　・体位

　・部位

　・麻酔法

　・麻酔薬剤

　・手術材料

　・主治医

　・術者

　・輸血製剤種

　・直接看護師

　・間接看護師



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１０（ 手術依頼入力画面で感染症情報が自動表示され確認できること。

＇１１（ 手術依頼入力画面で各種アレルギー情報が自動表示され確認できること。

＇１２（
オーダー一覧からオーダーを選択し、該当するオーダーを取消すことができるこ
と。

＇１３（
オーダー一覧からオーダーを選択し、該当するオーダーを中止することができるこ
と。

＇１４（
オーダー一覧からオーダーを選択し、該当するオーダーを削除することができるこ
と。

＇１５（
オーダー一覧からオーダーを選択し、該当するオーダーの薬剤．材料払い出し票
と手術確認表が出力できること。

＇１６（ オーダーされた情報により、手術の予定表、手術台帳が出力できること。

＇１８（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇２／（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
手術オーダーの内容がリアルタイムに参照可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

０６－病名オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 病名は過去の病名、現在の病名を分けて一覧にて表示できること。

＇２（
病名には、開始日、終了日、主病名、適用保険、各種サイン＇疑い、慢性（を記載
すること。

＇３（ 表示させたくない病名は、非表示が可能なこと。

＇４（ 病名はICD10に準拠していること。

＇５（ 病名の入力はカナ、コード、分類等から入力が可能なこと。

＇６（ 病名は任意で分類分けが可能であること。

＇７（ 入力されている病名はカルテ画面に表示可能であること。

＇８（
医師毎の使用頻度に応じて頻用病名リストが自動的に作成され、そのリストから
病名登録が容易にできること。また、登録の際は頭部、尾部、主病名、疑いサイン
も付加できること。

＇０／（ 複数病名を一括して転帰できること。

＇００（ オーダー画面で主病名や開始日等が識別可能であること。

＇０１（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

０７－輸血オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（

血液製剤＇MAP、FFP、PC（の他に、血漿分画製剤、アルブミン製剤の使用状況な
どを登録、管理できること。製剤の請求依頼が使用予定日単位に入力が出来るこ
と。その際には申込み単位数やＴ＆Ｓ依頼単位数、型違い指示や依頼時コメント
入力などが行えること。

＇２（
血液製剤依頼＇交差適合試験含む（のための依頼書を、オーダーリング端末で印
刷できること。＇患者属性システム出力（

＇３（
T＆Sによる血液製剤依頼書を、オーダーリング端末で印刷できること。＇患者属性
システム出力（

＇４（
T＆Sによる血液製剤依頼書発行の際には、輸血歴と抗体スクリーニング実施日
が確認できること。

＇５（
製剤請求依頼内容に従って、患者別に出庫＇払出し（を行う製剤ロットを指定でき
ること。製剤ロット指定時には、患者血液型、有効期限などのチェックが行えるこ
と。

＇６（ 出庫した製剤ロット単位に使用日、または戻入日の登録が出来ること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇７（ 製剤番号＇LotNo（の入力文字宣言を設定ファイルから切替えが可能なこと。

＇８（
患者血液型、保有抗体、抗体スクリーニング結果などの登録が出来ること。登録
情報については、履歴管理され、時系列で結果の確認が出来ること。

＇０／（ 製剤請求依頼時に製剤請求依頼伝票が発行出来ること。

＇００（
製剤出庫登録時に、出庫伝票と、入力した製剤ロット単位のラベルが発行出来る
こと。

＇０１（ 自己血の採血スケジュールを管理できること。

＇０２（ 製剤使用確定＇実施（時に医事会計伝票が発行出来ること。

＇０３（ 輸血暦等がオーダーリングシステムにて登録・管理ができること。

＇０４（
血液製剤＇MAP、FFP、PC（の他に、血漿分画製剤、アルブミン製剤の使用状況な
どを、オーダーリングシステムにて登録、管理できること。

＇０５（ 文書作成と連動して承諾書の作成が可能なこと。

＇０６（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇０７（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
輸血オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

０８－栄養指導オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 適用保険選択によるオーダーができること。

＇２（ 次の栄養量が入力できること。

・エネルギー・蛋白・脂肪・塩分・糖質・水分・リン・熱量構成比・資質構成比

・カリウム制限のチェックが出来ること。

・その他栄養素が自由に入力できること。

・栄養指導のコメントを、フリーもしくは定型文より入力出来ること。

＇３（ 食事オーダーの食種マスターと連動して栄養量を指定出来ること。

＇４（ 患者病名から、指導に必要な病名を指定出来ること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（ 栄養指導依頼箋の発行が可能なこと。

＇６（ 栄養指導依頼の一覧表示が可能なこと。

＇７（ 栄養指導依頼の一覧では、患者番号で絞り込みができること。

＇８（ 栄養指導依頼の一覧では、予約日で検索ができること。

＇０／（ 予約オーダーと連動して栄養指導のスケジュール管理が出来ること。

＇００（ 栄養指導の実施入力が可能なこと。

＇０１（ 実施入力した栄養指導は、医事システムと連携が可能なこと。

＇０２（ 各種画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇０３（
他の端末で同一患者のオーダー画面を同時に開いている際に、双方で入力中の
栄養指導オーダーの内容がリアルタイムに参照可能なこと。

１／－服薬指導依頼

＇０（ 服薬指導依頼画面はオーダー画面から起動可能なこと。

＇１（ 服薬指導依頼は、入院基本と連動し入院確認時に依頼できること。

＇２（ 患者ごとに服薬指導サマリーが表示できること。

＇３（ 入院患者一覧に服薬指導依頼の有りを表示できること。

＇４（ 指導内容を診療記録に記載できること。

＇５（ オーダー画面を参照しながら服薬指導依頼を入力可能とすること。

１０－オーダー通知

＇０（ オーダー登録、変更、削除の状況を、特定端末にリアルタイムで通知できること。

＇１（
通知対象のオーダーは、処方・検査・画像・食事・入院基本・注射・汎用・文書・リハ
ビリ・手術・輸血等のオーダー種と入院・外来の組み合わせで可能とすること。

＇２（ 通知は、画面ポップアップの他に、音による通知が可能であること。

＇３（ 通知内容は、一覧表示が可能であり確認指示できること。

＇４（
システムにログインしていなくとも、オーダー登録、変更、削除の状況をリアルタイ
ムで通知できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（
一覧から該当オーダーを指示することにより、該当患者のカルテ画面を表示する
機能を有すること。

＇６（
オーダー通知画面からカルテ内容参照を行う時は、専用のログイン画面を表示し
て直接カルテ起動を可能とすること。

＇７（
オーダー登録、変更、削除の状況確認時、修正前と現状況の内容を表示し、変更
箇所を色分けして表示できること。

＇８（ オーダー内容確認時に、指示確認も同時に行なえること。

＇０／（ 通知内容は、部署毎に設定が可能なこと。

１１－その他オーダー機能

＇０（ 患者の退院時、未来日のオーダーを一括削除＇中止（できること。

＇１（
一括削除時は、ログを出力し後で削除オーダーの確認が出来ること。また、帳票
出力も可能なこと。

＇２（
複数患者に対して、「処方オーダー」「検体検査オーダー」「汎用オーダー」「診療記
録＇テキスト（」が一括して指示出来ること。また一括Ｄｏもできること。対象患者の
検索及び選択は、容易にできること。

＇３（
一括登録時に発生したエラー・警告は、ログを出力し後でメッセージ内容が確認が
出来ること。また、帳票出力も可能なこと。

１２－部門システム連携

＇０（
オーダー画面からＰＡＣＳを起動し、その患者の画像リスト及びＤＩＣＯＭ画像を表
示できること。

＇１（
検査、調剤、給食、リハビリ等、様〄なメーカーの様〄な部門システムと接続実績
を有すること。

＇２（
診察予約・各検査予約・リハビリ予約・看護ケアといった患者をとりまく、診療に関
わる各予定を一元管理できること。

＇３（
インターネットエクスプローラで表示可能なビューアを、カルテと一体で動作させる
ことができること。

診療材料システムに接続・連携可能であること。

＇４（
検査システムより、MRSA細菌検査結果が陽性の場合、患者基本情報の感染症情
報が自動更新されること。

１３－クリ二カルパス

＇０（
入院、外来ともにクリ二カルパスが設定できること。また、外来→入院や入院→外
来と、入外が連動したパスを作成出来ること。

＇１（ パス名称登録で入外、日数、有効開始日、終了日を設定できること。

＇２（ パス内容は、治療を段階別＇ステップ（に分ける機能を有すること。

＇３（
パスに登録されているオーダー指示やケア項目は、段階ごとでカルテ反映可能な
こと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（
パスの段階ごとに登録されている治療計画＇ユニット（を状況により切り替える機能
を有すること。

＇５（
パスの進行状態が分かるように、段階や治療計画の進行状態を画面上にイメージ
で表示されていること。

＇６（ パス画面とカルテ画面が同時に参照可能なこと。

＇７（
入院日が決定していない患者に対しても、患者へのパス登録は可能とすること。た
だし、オーダー展開は、入院日が決まった後で展開出来ること。

＇８（ 同一期間に複数のクリティカルパスが設定できること。

＇０／（ クリ二カルパス画面では以下の内容が表示できること。

　･オーダー内容、タスク、アウトカム、バリアンス

　･看護計画、看護記録、観察項目、

　･温度板

＇００（
パスマスターには、以下のオーダー種が登録可能なこと。
処方・検査・画像・注射・汎用・食事・文書・病理・リハ依頼・手術依頼・病名

＇０１（
患者にパスを適用した時に、パスマスター登録された病名の候補から選択して患
者へ適用するできること。

＇０２（ 患者が退院した時に、パスを自動終了する機能を有すること。

＇０３（ 上記内容はボタンにより、全画面、分割表示が可能なこと。

＇０４（ オーダー反映後、オーダー画面にて通常オーダーとパスの区別ができること。

＇０５（ バリアンスによる変更が可能なこと。

＇０６（
クリ二カルパス画面・日めくり画面・カルテ画面を切り替えて表示することが可能な
こと。また、別ウィンドウとして。同時参照が可能なこと。

＇０７（
クリ二カルパス・日めくり画面・カルテ画面の各画面で入力したオーダー情報は、リ
アルタイムで各画面に反映されていること。

＇０８（ クリ二カルパス画面で通常のオーダーが可能であること。

＇１／（ クリ二カルパス画面で記録等が入力可能であること。

＇１０（ アウトカムを設定できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・設定したアウトカムに対して評価入力が可能であること。

＇１１（ タスクを設定できること。

　・設定したタスクに対して確認入力が可能であること。

　・確認対象職業を設定できること。

＇１２（
本日実施する項目を、日めくり画面として1画面内にまとめて表示する機能を有す
ること。

＇１３（ 日めくり画面には、以下の情報を表示していること。

・当日記載された診療記録を表示していること。

・当日記載された看護記録を表示していること。
　カルテと同等機能を有すること。

・当日測定した測定値を時系列に表示していること。

・当日実施するオーダー情報を表示していること。
　修正・実施・削除等の操作が出来ること。

・当日実施するケア項目を表示していること。

・現在対象の看護計画を表示していること。

・現在対象の指示簿情報を表示していること。

・クリパスのタスク情報を表示していること。

・アウトカム情報を登録・表示出来ること。

・バリアンス情報を登録・表示できること。

＇１４（ 日めくり画面は、パス適用患者以外でも表示可能なこと。

＇１５（
日めくり画面に表示する項目は、操作者毎に変更を可能とし、保存出来ること。ま
た、複数のパターンも登録できること。

＇１６（
クリパスを提供している患者一覧を表示出来ること。また、パスの進行状態が段階
で分かるような表記になっていること。

＇１７（ パス一覧画面から一括でオーダーの適用が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１８（
パス一括画面から登録されたオーダーでエラー又は警告が発生したオーダーの情
報は、ログで表示・印刷が可能なこと。

＇２／（ 入院パスの場合以下の項目から検索が可能なこと。

･病棟、科、主治医、担当看護師、適用パス

＇２０（ 外来パスの場合以下の項目から検索が可能なこと。

･科、指示医、適用パス

１４－一括オーダー

＇０（
一括オーダー画面には、前回処方日・前回検査日・前回汎用オーダー日・主治医・
担当医・入院状態の特記事項が表示されていること。

＇１（
一括オーダーは、処方オーダー、検査オーダー、汎用オーダー、診察記録＇フリー
定型句（ができること。

＇２（
病棟・診療科を指定して、入院患者から患者選択にて、セットから一括オーダーが
できること。

＇３（
日付・診療科・予約科目を指定して、外来患者から患者選択にて、セットから一括
オーダーができること。

＇４（
任意のまとめ＇コミュニケーションフォルダー（られた患者一覧で、セットから一括
オーダーができること。

＇６（
一括オーダーによる絞込みは、病棟、予約診療科、任意のまとめ＇コミュニケーショ
ンフォルダー（、担当患者などができること。

＇７（ 一覧形式による患者選択にて、一括Ｄｏができること。

＇８（ 一括Ｄｏは、処方オーダー、検査オーダー、汎用オーダーができること。

＇０／（
一括Ｄｏによる絞込みは、病棟、予約診療科、任意のまとめ＇コミュニケーション
フォルダー（、担当患者などができること。

＇００（ 一括オーダー操作のログを採取していること。

＇０１（
ログには、操作日・操作内容・操作端末・操作者・対象患者・オーダー区分・結果・
ﾒｯｾｰｼﾞ等を保存していること。また、必要に応じて。参照・印刷が可能なこと。

１５－ナビゲーション機能

＇０（ ログイン者が確認しなければならない事項を、一覧表示できること。

＇１（
一人の患者に複数の確認事項があった場合でも、全てを一覧形式で確認できるこ
と。

＇２（ ナビゲーション画面は、システムログイン時にログイン者の判断で起動できること。

＇３（ ナビゲーション画面は、カルテ起動時に自動起動されること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（ ナビゲーション画面は、機能ボタンより起動できること。

＇５（ ナビゲーション画面は、患者一覧の右クリックメニューより起動できること。

＇６（ ナビゲーション画面は、クリティカルパス、メディカルシートからも起動できること。

＇７（ 患者個〄に関する承認・確認の一覧を表示できること。

＇８（ 確認依頼、文書督促など区分毎で文字色が変更されること。

＇０／（
任意に設定した確認依頼期限、督促期限が近い内容は自動的に背景色が変更さ
れること。

＇００（
以下のオーダーを指示した際、マスターの設定により自動的にナビゲーション画面
へ特定の確認内容を表示できること。
・入院決定　・入院確認　・退院予定　・退院確認　・転科　・入院形態変更　・拘束

＇０１（
ナビゲーション画面では、以下の情報に関する一覧表示ができること。
・文書督促データ　・フリー督促データ　・確認依頼データ　・未承認データ

＇０２（
文書督促は、カルテ画面、クリティカルパス、メディカルシートにて該当する文書を
作成することで、自動的に確認済みにできること。

＇０３（
ナビゲーション画面のフォントの変更、表示項目をログイン者毎に自由に設定でき
ること。
また、設定した内容はログイン者の規定値として管理できること。

＇０４（
一覧は以下の項目で、絞込み表示できること。
・科　・病棟　・チーム　・依頼元　・通知対象者　・文書名　・承認　・未承認　・期間
・確認者

＇０５（
絞込み条件は、ログイン者が「お気に入り」として保存でき、いつでも使用できるこ
と。

＇０６（ 一覧の並び替えは、ログイン者毎で２つのソートキーを設定できること。

＇０７（ 一覧は項目毎に昇順・降順にてソートできること。

＇０８（ 一覧は、他科・他職員の内容も表示できること。

＇１／（
スタッフ・担当者が、以下に記載するデータに対し内容の確認依頼を登録できるこ
と。

　・文書作成オーダー

　・処方オーダー

　・注射オーダー

　・化学療法オーダー



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

　・汎用オーダー

　・手術オーダー

　・輸血オーダー

　・検体検査オーダー

　・画像・生理オーダー

　・リハビリオーダー

　・食事オーダー

＇１０（ 確認依頼は、クリティカルパスからも登録できること。

＇１１（
文書督促の確認処理の為、一覧画面より文書作成オーダーの起動が可能なこと。
起動は、タグ情報の任意選択とタグ情報の自動選択の１パターンを使用者が選択
できること。

＇１２（ 未承認データを一覧表示できること。

＇１３（
未承認データの内容を一覧上で確認でき、かつカルテを開かなくても承認操作を
行えること。

＇１４（ 一覧上から、対象患者のカルテを開くことができること。

＇１５（ 入院イベントにおける督促チェックができること。

・入院後、一定期間が経過し、未作成文書などが存在する場合に督促ができるこ
と。

・退院後、一定期間が経過し、未作成文書などが存在する場合に督促ができるこ
と。

・入院、転棟、転室、退院などの入院イベント発生後、一定期間が経過した場合、
任意＇フリー文言（の督促ができること。

＇１６（ ログイン時に、督促有無が照会できること。

＇１７（ オーダ画面を開いた時に、当該患者に関する督促有無が照会できること。

＇１８（ 一定期間＇日数指定（毎に同じ督促チェックを繰り返しで行えること。

＇２／（
督促有無を随時、一覧形式で照会できること。
また、繰り返し督促においては、背景色を変更し識別ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

１６－Ｍｙチャート

＇０（
Ｍｙチャート画面は操作者が任意にカルテ画面がら切り離して別ウィンドウで表示
出来ること。

＇１（
別ウィンドウ表示した場合は、Ｍｙチャート画面に患者情報を表示すること。複数患
者起動を想定して、表示内容はカルテ画面と同等の情報を表示すること。

＇２（
バイタル、投薬＇処方、注射（、検体検査結果、画像・生理オーダー、看護、入退院
情報を時系列に照会ができるチャート機能を有すること。

＇３（
表示する項目は、登録されているマスターから操作者が自由に選択可能なこと。
また、表示している患者が実施している項目からも選択可能なこと。

＇４（ チャートは、病院、診療科、職制、操作者、患者毎に管理できること。

＇５（
チャートは、ＧＵＩにより作成が可能で、表示対象項目、表示順など自由な変更がで
きること。表示対象項目の検索は、名称検索、患者のオーダー履歴から検索がで
きること。

＇６（
時系列の表示は、０３日間表示、６日間表示、０日＇１３時間（表示切替ができるこ
と。

＇７（ チャートは、情報分類＇オーダー種（毎に、色分けし見やすくなっていること。

＇８（ オーダー画面起動時に、自動で起動することが可能なこと。

１７－持参薬管理

＇０（
持参薬画面は操作者が任意にメイン画面から切り離して別ウィンドウで表示できる
こと。

＇１（ 持参薬と、処方オーダー、注射オーダーのチェックができること。

＇２（
持参薬から処方オーダーへの流用ができること。
流用時に、院内採用薬の同効薬剤候補から選択できること。

＇３（ 持参薬の履歴管理ができること。

＇４（
持参薬の薬歴は、処方オーダー、注射オーダーと同一画面で確認できること。また
処方オーダー、注射オーダー、持参薬が一目でわかるよう色分け表示されること。

＇５（
持参薬薬歴画面、カルテ画面、Do領域より、院内採用薬に振り替えてDo登録がで
きること。

＇６（
オーダー画面や薬歴照会、クリニカルパス画面などにて、他のオーダー情報と同
時に照会ができること。

＇７（ オーダー画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇８（
他の端末で同一患者のオーダー画面を開いている際に、双方で入力中の持参薬
オーダーの内容がリアルタイムで参照可能なこと。

＇０／（ 持参薬は、薬剤名称、識別記号、薬効分類から検索・登録ができること。

＇００（ 持参薬検索は一般名、商品名から検索できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０１（ 持参薬検索は、キーワード検索ができること。

＇０２（ 薬剤の検索結果を一覧表示し、選択できること。

＇０３（
薬剤の検索結果一覧では、院内採用薬剤と院内不採用薬剤が一目でわかるよ
う、色分け表示されること。

＇０４（ 持参薬の履歴から、過去の持参薬をDo登録することができること。

＇０５（
持参薬登録後のカルテツリー上では、院内採用薬と院外採用薬が一目で確認で
きるよう、文字色の色分け表示が可能なこと。

＇０６（
登録した持参薬日数．回数の変更、用法の変更、使用量の変更、コメントの修正
は、編集画面を開かずともカルテ画面上で行えること。

＇０７（
登録した持参薬の、院内採用薬での同効薬剤一覧を、カルテツリーから開けるこ
と。

１８－化学療法オーダー

＇０（
オーダー画面は操作者が任意にメイン画面がら切り離して別ウィンドウで表示出
来ること。

＇１（ 抗がん剤であることが、オーダー画面上で一目で把握できるよう表示すること。

化学療法マスター作成 ＇２（ 化学療法のプロトコールの作成を行え、複数登録できること。

＇３（ 作成したプロトコールを一覧表示できること。

＇４（ プロトコールは診療科、疾患名別に登録、表示できること。

＇５（ プロトコールには有効期間を設定でき、世代管理が可能なこと。

＇６（
プロトコールの作成・登録については、作成中・未承認・承認済と履歴管理が可能
なこと。

＇７（
作成したプロトコールに対する承認機能を有し、院内で承認しない限り患者適用が
行えないこと。

＇８（ プロトコールを作成可能な職員、及び承認可能な職員を管理できること。

＇０／（
プロトコール一覧には、プロトコール名称、診療科、疾患名、承認区分、承認者、
承認取消者、更新者が表示できること。

＇００（
あらかじめ登録されたプロトコールを流用し、新規プロトコールとして登録できるこ
と。

＇０１（ プロトコールには注射薬の入力が出来ること。

＇０２（ 登録されたプロトコールの内容修正、削除が行えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０３（

プロトコール作成では以下のパラメータを表示・登録できること。
・プロトコール名称　　　・投薬日数　　　　　・休薬期間
・最大クール数　　　　　・体表面積計算式　　・腎機能の値による実投与量の割合
・腎機能による警告表示　・肝機能による警告表示　　・ＣＢＣによる警告表示
・心機能の確認有無

＇０４（

体表面積については以下の計算式から選択できること。またこの計算式は、プロ
グラムの修正無しに追加、変更できること。
・DuBois式
・Mosteller式
・新谷式
・藤本式

＇０５（
注射オーダーの指示内容としては、注射薬剤．手技、投与量、補正単位、開始時
間、速度、投与日を登録できること。また、開始時間は、相対時間での指定でも可
能なこと。

＇０６（ 化学療法で使用する抗癌剤は注射オーダー機能では指定できないこと。

＇０７（
プロトコール作成時、抗癌剤を先発医薬品で作成したプロトコールと、後発医薬品
で作成したプロトコールを紐付けることができること。

＇０８（
抗癌剤において、先発医薬品と後発医薬品の紐付けが可能であり、先発医薬品・
後発医薬品を同一薬剤として投与量を累計し、生涯投与量のチェックが可能なこ
と。

＇１／（
プロトコール作成時、既に登録されているプロトコールグループの一覧を確認可能
なこと。

＇１０（
規格調整量は、薬価により最も安価な組合せを自動的に展開することができるこ
と。

＇１１（ プロトコールの内容を帳票に出力し、記録として残せること。

化学療法登録 ＇１２（ 診療科、疾患名を指定し、プロトコールを患者へ適用できること。

＇１３（
患者へプロトコールを適用する際、今回の予定クール数を指定可能とし、該当プロ
トコールの適用上限のクール数を表示できること。

＇１４（

プロトコール適用時に以下のパラメータを表示・登録できること。
・身長　　　　　　　　　・体重　　　　　　　　　・BMI＇表示項目（
・標準体重＇表示項目（　・体表面積＇表示項目（　・換算体表面積＇表示項目（
・投与量換算の体重指定＇体重．標準体重（　　　　・GFRの算出
・AUCの算出

＇１５（
体表面積の算出結果により、患者への投与量が大きくなる場合には、身長・標準
体重から算出した体表面積より患者への投与量を算出できること。

＇１６（
プロトコール適用時に、患者基本情報＇身長・体重（、検査結果値により、患者に適
した抗がん剤の投与量を算出できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１７（
身長、体重は患者基本情報で登録されている内容を既定表示すること。また、入
力した身長、体重は患者基本情報への反映が可能なこと。

＇１８（

ＧＦＲについては以下の計算式の結果から最も近い値を選択できること。また、こ
の計算式は、プログラムの修正無しに、追加、変更できること。
・クレアチニンクレアランスの結果値からの体表面積補正
・ＣｏｃｋＣｒｏｆｔ，Ｇａｕｌｔ式
・MDRＤ式
・Ｊｅｌｌｉｆｆｅ式
・日本腎臓学会＇１／／７（

＇２／（
ＧＦＲ算出で使用する検査結果値＇Ｃｃｒ、Ｓｃｒ（は、当該患者の検査結果値から取り
込みが行えること。

＇２０（ パラメータ決定時には、年齢制限、ＧＦＲ結果値の上限で警告を表示できること。

＇２１（
ＧＦＲについては、医師が任意の投与量を入力可能な場合にはフリー入力が出来
ること。

＇２２（
プロトコール適用時に腎機能検査の検査結果値＇ＢＵＮ、Ｓｃｒ（から警告表示の指
定が可能なこと。

＇２３（
プロトコール適用時に肝能検査の検査結果値＇ＡＳＴ,ＡＬＴ,Ｔ，Ｂｉｌ（から警告表示
の指定が可能なこと。

＇２４（
プロトコール適用時にＣＢＣ検査の検査結果値＇白血球,リンパ球,好中球＋血小板、
ヘモグロビン（から警告表示の指定が可能なこと。

＇２５（ 投与量のチェックが可能なこと。

＇２６（ 抗がん剤と処方・注射薬剤の相互チェックが可能なこと。

＇２７（ アレルギー等の患者禁忌チェックが可能なこと。

＇２８（ プロトコール内の休薬期間、最大クール数のチェックが可能なこと。

＇３／（
プロトコール適用時、心機能チェックが必要なプロトコールは、警告メッセージが表
示されること。

＇３０（ プロトコール間の休薬期間チェックが可能なこと。

＇３１（
検査結果値からの警告表示に使用する結果値は、何日前までの結果値を有効に
するかを指定可能なこと。

＇３２（ 投与薬剤の投与量は、補正単位とパラメータによる計算で表示されること。

＇３３（ 投与薬剤の投与量は、直接入力、及び割合にて変更可能なこと。

＇３４（ 全適用抗癌剤の割合を一括で変更できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３５（
使用量範囲毎の規格薬剤パターンのマスター設定に従い、注射薬の規格最適化
処理が行われること。

＇３６（ パラメータの変更が行えること。

＇３７（ プロトコール適用時には、抗がん剤の追加・変更は行えないこと。

＇３８（
プロトコール適用時に、患者に合わせて手技、コメント、抗がん剤以外の薬剤の変
更が行えること。

＇４／（ 適用開始日時の指定が可能なこと。

＇４０（
適用開始日時を指定することにより、患者へ投与する実際の時間が自動で設定さ
れること。

＇４１（
オーダーの進捗ステータスは、未実施、注射箋発行済・最終確認済、混注済、一
部実施、実施済が表示可能なこと。

＇４２（ 患者に適用するプロトコール毎に担当医師を指定可能なこと。

＇４３（ 他院で投与実績のある抗がん剤の投与量を管理可能なこと。

＇４４（
プロトコール適用時、及び実施時に抗癌剤の生涯投与量の極量チェックが可能な
こと。また、このチェックには、自院だけではなく、他院での投与量も加味してチェッ
ク可能なこと。

＇４５（
患者に適用したプロトコールの履歴を参照可能なこと。また、プロトコール毎の進
行・終了状態が確認可能なこと。＇完遂、中止、一部中止、進行中、開始前（

＇４６（

同一のプロトコールを新規適用時、クール数は適用済みの同一グループ内の最
新クール数を考慮出来ること。
例（
同一グループの先発医薬品のプロトコール「A」が１クール分既に適用されており、
新規適用の後発医薬品のプロトコール「B」を選択した場合、２クール目として登
録。

＇４７（ プロトコール毎に抗癌剤の投与実績が参照可能なこと。

＇４８（
抗がん剤の投与日が、日を跨ぐ場合、オーダー画面上で一目で把握できるよう表
示すること。

＇５／（ プロトコール適用時、実施時間の選択は、日付の選択もできること。

＇５０（ 日を跨いで投与するRpは、カルテツリー上に実際の投与日が表示されること。

＇５１（
次クール適用時、前回クールの最終投与日の検査結果値の警告表示を流用でき
ること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５２（
次クール適用時、過去のクールの内容を参照し流用できること。また過去のクー
ルと今回適用する内容を一画面で比較しながら修正・適用ができること。

＇５３（
プロトコール流用時、過去に適用したプロトコールの、クールにおけるDayごとの抗
がん剤投与実績を参照できること。

＇５４（
プロトコール流用時、過去に適用したプロトコールと最新のプロトコールマスターを
チェックし、相違があった場合メッセージを表示し、安易に流用できないこと。

＇５５（
プロトコール流用時、過去に適用したプロトコールの抗がん剤が、マスターから削
除されていた場合、流用時にメッセージを表示し、安易に流用できないこと。

＇５６（
プロトコール流用時、最新のプロトコールマスターと選択クールの世代番号の
チェックがかかること。

＇５７（
適用済みクールに中止Dayがある場合、その中止Dayより次クールを重複登録で
きること。

＇５８（
中止Dayより次クールを重複登録する際、クール番号を引継ぐか、次クール番号と
するかは、設定により変更可能なこと。

＇６／（ 全中止となったクールに、新規クールを重複登録できること。

＇６０（

化学療法を適用している患者の一覧表示が可能なこと。また、一覧画面は、以下
の複合条件で絞り込みが可能なこと。
・投与日　　　　　　　・プロトコール名称　　　　　　・診療科
・依頼医　　　　　　　・担当医　　　　　　　　　　　・疾患名
・入外区分　　　　　　・入院病棟　　　　　　　　　　・実施進捗

＇６１（
化学療法の一覧画面から以下の機能が行えること。
・注射箋発行　　　・注射ラベル発行　　　・投与実施指示＇最終確認（
・オーダーの中止指示　　　　・オーダーの未実施指示　・混注終了指示

＇６２（ 化学療法の注射箋は注射オーダーとは別に一括で発行できること。

＇６３（
０クールの最終投与の実施指示を行った場合は、次クールの適用を行うかの督促
が可能なこと。

＇６４（ 患者に適用しているプロトコールはカレンダー形式で表示可能なこと。

＇６５（ レジメンカレンダーでは投与日と休薬期間が色を分けて表示可能なこと。

＇６６（
レジメンカレンダーには日毎に処方、注射、検体検査、画像生理オーダーの有無
をアイコンにて表示し、アイコンはオーダーの進捗別に違うイメージで表示されるこ
と。

＇６７（

レジメンカレンダーでは以下の操作が可能なこと。
・担当医変更　　　　　　　　　・生涯投与量確認　　　　・化学療法の履歴参照
・新規プロトコール適用＇次クール適用（　　　・抗癌剤投与の一括修正．個別修正
・抗癌剤投与の一括中止．個別中止　・抗癌剤投与の一括移動．個別移動
・休薬期間移動　　　　　・投与実施指示＇混注指示最終確認（　・投与実施入力



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６８（
化学療法過去履歴＇開始日、プロトコール名称、診療科、疾患名、依頼医、クール
数、状態＇完遂・一部中止・進行中（等（が一覧で参照できること。

＇７／（ 化学療法オーダーの実施入力及び、医事会計連動が可能なこと。

＇７０（ 投薬時にバーコード等による認証・チェック機能を有すること。

＇７１（
化学療法オーダーでのみ使用する注射薬は、注射オーダーではオーダーできない
機能を有すること。

＇７２（

プロトコール別に、患者の抗がん剤投与量に対し、マスター等の設定により適正な
手配単位に分けてオーダーが可能なこと。
例（
101ml以上150ml未満の場合、50ml×3個ではなく、100ml×1と50ml×1を手配

＇７３（
薬剤事前準備の為、薬剤別払出累計＇基準日から10日分（の帳票が出力できるこ
と。出力は、入院・外来単位、病棟単位で可能なこと。

＇７５（ メイン画面を参照しながら、オーダーを入力可能とすること。

＇７６（ 患者に適用した０クール分の情報が時系列形式で帳票出力可能なこと。

２／－地域連携

紹介患者の基本情報が管理できること ＇０（ 紹介元医療機関がわかること。

＇１（

＇２（
紹介患者の区分・紹介元医療機関の入力は地域医療連携室または事務課で予約
入力時に入力できること。

＇３（ 紹介の履歴を医師画面から検索できること。

紹介元医療機関への返書の管理ができること ＇４（

受診確認連絡票＇ＦＡＸによる第０報（
　　病院の指定したタイミングで＇例えば、紹介患者を診察した際、または診療終了
時一括で（、受診確認連絡票作成画面が展開し、定型の報告文のほか医師が追
加入力できる機能を持つこと。
指定したプリンターから自動的に受診確認連絡票＇ＦＡＸ送信表（が出力されるこ
と。また、この機能は地域医療連携室または事務課でも実施可能なこと。
　・定型の報告文の内容
　　　診察科、診察医、来院したこと・次回予約の状況＇検査・診察（等

＇５（
報告書の作成機能があること。
　　最終の報告書を作成した時点で紹介患者の区分がクリアーされること・履歴と
して管理できること。

＇６（
報告書未送の管理ができること。
　　科別未送者の一覧表等が出力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

逆紹介者管理 ＇７（ 紹介患者管理と同様な管理ができること。

各種統計 ＇８（ 各種日報・月報・年報が出力できること。

＇０／（
以下の集計が出来ること、又は、汎用パソコンソフトで集計するためのＣＳＶデータ
を出力できること。

　・診療科ごとの件数集計ができること。

　・紹介元・紹介先ごとの件数集計ができること。

　・紹介元・紹介先医療機関の医療機関分類別＇地域別・医療機関種類別等（に件
数集計できること。

　・医療機関ごとの件数集計ができること。

２０－督促チェック

＇０（ 入院イベントにおける督促チェックができること。

・入院後、一定期間が経過し、未作成文書などが存在する場合に督促ができるこ
と。

・退院後、一定期間が経過し、未作成文書などが存在する場合に督促ができるこ
と。

・入院、転棟、転室、退院などの入院イベント発生後、一定期間が経過した場合、
任意＇フリー文言（の督促ができること。

＇１（ ログイン時に、督促有無が照会できること。

＇２（ オーダ画面を開いた時に、当該患者に関する督促有無が照会できること。

＇３（ 一定期間＇日数指定（毎に同じ督促チェックを繰り返しで行えること。

＇４（
督促有無を随時、一覧形式で照会できること。
また、繰り返し督促においては、背景色を変更し識別ができること。

２１－指示受け

＇０（
患者に対するオーダー指示等の新規指示、変更指示、削除指示の確認及び指示
受け機能を有すること。

＇１（
以下が指示受けの対象となること。また、指示受け対象は設定により変更ができ
ること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・処方オーダー

・注射オーダー

・文書オーダー

・手術オーダー

・病理オーダー

・細胞診オーダー

・汎用＇処置（オーダー

・輸血オーダー

・検体検査オーダー

・画像生理オーダー

・内視鏡オーダー

・リハビリ＇依頼（オーダー

・予約＇診察予約（オーダー

・食事オーダー

・指示簿

＇２（ 指示受け時の履歴管理ができ、過去の履歴を参照・印刷できること。

＇３（
指示受け後に指示の修正があった場合、前回と今回の指示内容を同一画面で確
認できること。また、変更箇所を色分けして表示できること。

＇４（
指示変更の確認をする場合に、対象を一覧で確認できること。
＇指示受け一覧（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

オーダーリングシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（ 指示受け一覧では、任意の情報情報でソートができること。

＇６（
指示受け一覧では、新規指示、修正指示、削除指示ごとのステータスにより、行及
び文字の色を設定できること。

＇７（ 指示確認を行う職種を設定できること。

＇８（
リーダー指示受け．担当者指示受けや、１名の看護師による指示受けなどのダブ
ルチェック機能を有すること。

＇０／（ オーダー通知機能と連動し、指示変更が発生した通知ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医療安全
回答 備考欄

医療安全 ０－基本機能

＇０（
オーダリングシステムと連携が可能で、オーダ情報を医療安全支援機能に反映可
能なこと。

＇１（
オーダリングシステムと連携が可能で、バーコードを印刷したリストバンド発行が可
能なこと。

＇２（ 携帯端末又はノートパソコンを利用し、かつ無線ＬＡＮ運用が可能なこと。

＇３（ バーコードをスキャンし、医療従事者が特定可能なこと。

患者選択

＇５（ リストバントのパーコードをスキャンし、患者の認証が可能なこと。

＇６（
携帯端末又はノートパソコン画面に、患者の年齢・性別に対応したアイコンが表示
可能なこと。

＇７（
リストバンドを装着していない患者は、ベットラベルのバーコードをスキャン可能な
こと。

＇８（
患者番号を直接指定することにより,他病棟の患者及び退院患者も選択可能であ
ること。

注射照合

＇０／（ 投与照合に必要な情報を携帯端末又はノートパソコンに送信できること。

＇００（ 投与照合実施者を登録できること。

＇０１（ 投与する患者情報をバーコードにより、照合できること。

＇０２（ 薬剤とオーダ情報をバーコードで照合可能なこと。

＇０３（
読み取ったバーコードとオーダ情報が一致しない場合は、その旨画面に表示する
こと。

＇０４（ 照合が一致した場合は、実施者と照合実施日時を登録できること。

＇０５（ 照合された情報は、リアルタイムに登録できること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医療安全
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

輸血照合

＇０７（ 輸血照合に必要な情報を携帯端末又はノートパソコンに送信できること。

＇０８（ 輸血照合実施者を登録できること。

＇１／（ 輸血する患者情報をバーコードにより、照合できること。

＇１０（ 製剤番号とロット番号をバーコードで照合可能なこと。

＇１１（
読み取ったバーコードとオーダ情報が一致しない場合は、その旨画面に表示する
こと。

＇１２（ 照合が一致した場合は、実施者と照合実施日時を登録できること。

＇１３（ 照合された情報は、リアルタイムに登録できること。

化学療法オーダー照合

＇１４（ 投与照合に必要な情報を携帯端末又はノートパソコンに送信できること。

＇１５（ 投与照合実施者を登録できること。

＇１６（ 投与する患者情報をバーコードにより、照合できること。

＇１７（ 薬剤とオーダ情報をバーコードで照合可能なこと。

＇１８（
投与する点滴薬が複数ある場合は、続けて点滴薬バーコードの読取を実施する事
ができること。

＇２／（
読み取ったバーコードとオーダ情報が一致しない場合は、その旨画面に表示する
こと。

＇２０（ 照合が一致した場合は、実施者と照合実施日時を登録できること。

＇２１（ 照合された情報は、リアルタイムに登録できること。

採血照合



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医療安全
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２２（ 採血照合に必要な情報を携帯端末又はノートパソコンに送信できること。

＇２３（ 採血する患者情報をバーコードにより、照合できること。

＇２４（ 採血とオーダ情報をバーコードで照合可能なこと。

＇２５（
読み取ったバーコードとオーダ情報が一致しない場合は、その旨画面に表示する
こと。

簡易認証

＇２８（ 照合対象のバーコードと患者バーコードを照合することで認証ができること。

＇３／（
読み取ったバーコードと患者バーコードが一致しない場合は、その旨画面に表示
すること。

ログ参照

＇３５（ 医療安全支援機能のログを参照可能なこと。

＇３６（
ログは以下の項目をＡＮＤ条件で抽出し参照できること。
・日時、IPｱﾄﾞﾚｽ、端末ID、職員ｺｰﾄﾞ、病棟、患者番号、認証状態、ボタン区分、タブ
番号、ボタン番号、オーダ番号、オーダ種、オーダ状態、入院状態

リストバンド発行

＇３７（
入院患者、外来患者のリストバンドが発行できること。リストバンドの再発行も可能
なこと。

＇３８（
患者のリストバンドは患者番号の直接入力、病棟患者の一括指定のどちらでも印
刷できること。

＇４／（
リストバンドには患者ＩＤ、患者氏名、患者フリガナ、生年月日、性別、血液型、コメ
ントが印刷できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

０－医事会計システム機能 ０－基本機能

各種機能．入力方式について

＇０（
マウスおよびキーボードによる簡単な入力方式を採用していること。
通常、キーボード主体でも入力が可能なこと。

＇１（
ヘルプ機能(入力案内ウィンドウ)を装備し、入力形式やコードを覚えなくても容易
な入力が可能なこと。
また、検索時には項目のスクロール表示(０行単位．ｳｨﾝﾄﾞｳ単位)が可能なこと。

＇２（ パス(スキップ)できること。

＇３（

全入力業務において、他業務(業務数への制限なし)への自由な画面切り替えお
よび各種照会業務との連携やウィンドウ表示が可能なこと。
なお、このときの患者情報は自動的に引き継がれること。＇会計入力→会計カー
ド→病名登録→会計入力(元の画面に戻る)等（

＇４（
主要な患者登録．窓口会計業務では、初期画面表示後も前回処理した患者(番
号)をワンタッチで呼び出せること。

＇５（
端末．科．オペレータ．業務単位に外来基本カードや患者請求書の出力先(プ
リンタ)を設定できること。

＇６（ 業務メニューのタスクバーに病院名又は病院コードを表示できること。

＇７（
オープンシステムの事実上の標準であるＷｉｎｄｏｗｓ上で動作するシステムである
こと。
入力端末を利用して各種市販ソフト(Access,Excel等)の活用が図れること。

運用管理について

＇８（ 診療データ保存期間は、標準で５０ヶ月分までを設定できること。

＇０／（
診療データ保存期間については、会計カードでの修正及びレセプト再出力が可
能であること。

＇００（ 料金データについても、診療データと同期をとり同一期間の保存が可能なこと。

＇０１（
月次のファイル整理(診療データ削除)においては、該当月分のデータ削除と最新
月分へのデータ切り替え処理で済ませることができること。

＇０２（
システムエラー．業務エラー．業務警告メッセージなどに対し、文字色および警
告音有無の設定が可能なこと。

＇０３（
カーソル位置の(ﾌｫｰｶｽが当たっている)テキストボックスの背景色を選択できるこ
と。

＇０４（ 和暦．西暦年の選択利用ができること。＇判定年の設定含む（

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０５（
同一端末で複数患者・複数業務を同時に立ち上げて実行できること。＇Ａ患者の
会計入力＋Ｂ患者の患者登録＋空床照会等〄の同時立ち上げ（

＇０６（
同一端末で同一業務の起動が複数可能であること。＇Ａ患者の会計、Ｂ患者の会
計等（

＇０７（
複数端末による同一患者の同時データ更新を防止できること。＇患者ロック処理（
この時、どの端末で処理されているか、端末番号だけでは判断しにくいため、患
者ロック画面に「医事課受付端末」等端末情報を表示できること。

＇０８（ 操作者・職制ごとに更新権限、参照権限の区別を行うことができること。

＇１／（
医療事務システムを使用する職員全体にお知らせする掲示板機能が付加されて
いること。
また、この掲示板機能をシステム起動時に自動表示することができること。

＇１０（ ドクターコードの運用有無の設定が可能なこと。

＇１１（ テスト患者番号の範囲設定が行え、本番患者との切り分けが可能なこと。

＇１２（ 安定したレスポンスを保証できること。

マスタメンテナンスについて

＇１4（ 点数・薬価マスタとも病院向け基本マスタを標準提供できること。

＇１４（ 新薬・材料の追加など、病院職員でのメンテナンスも可能なこと。

＇１５（ 薬剤(物品)管理システムと接続し、医薬品マスタ情報連携ができること。

＇１６（
頻繁な医療費改定(年１回等)を考慮し、点数・薬価マスタの世代管理を制限無く
管理可能なこと。

＇１７（
システムで使用するマスタは日付で世代化して改正前後の内容を保持できるこ
と。
世代管理は世代数に制限のないようにすること。

＇１８（
点数マスタでは、特定器材等の商品名、規格名称を登録するエリアを持ってお
り、レセ電算記録仕様に対応していること。

＇２／（
点数マスタメンテ画面起動時に、外部から引き渡されたキー情報に合致するマス
タを初期表示できること。

＇２０（
職員マスタの職員コード(ﾄﾞｸﾀｰｺｰﾄﾞ)については、最大０／桁までの数字と英字が
設定できること。

セキュリティについて



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２１（ 業務開始時のパスワード利用有無の設定が可能なこと。

＇２２（ パスワード運用時、利用者名の表示が可能なこと。

＇２３（ 端末ごとに利用業務・画面の設定が可能なこと。

＇２４（
パスワードに使用期限設定が可能で、期限切れの場合変更要求がシステムで行
えること。

＇２５（
パスワードの定期的変更、英数字・記号混在の７文字以上等の設定が可能なこ
と

＇２６（

以下の操作を実施した際に、アクセスの記録がとれること。
①システム起動
②ログイン
③患者情報の検索
④患者情報へのアクセス
⑤患者情報の出力
⑥システムの停止

＇２７（ 患者基本情報をアクセスした履歴が時系列で参照可能であること。

＇２８（
基本情報、住所情報、保険情報に分けて、最終更新時の処理時間、処理者、処
理端末を画面上で確認することができること。

2－患者基本情報

新患受付

＇３／（

　患者基本・保険登録画面は、入力優先順位を配慮した画面構成とすること。
　［例］会計時に必要な最小限の保険情報＇保険者,本人/家族,記号,番号,有効期
間,給付割合,継続区分,保険確認区分（が先に入力でき、入力頻度が低い情報は
保険詳細情報ウィンドウで入力する。

＇３０（

新規来院患者の基本情報＇氏名＇ミドルネーム、旧姓含む（,性別,生年月日,住
所,TEL,ｺﾒﾝﾄ（および 患者保有保険情報の登録・修正・削除が可能なこと。また、
カナ氏名では英数字の入力も可能で、かつカナ姓・カナ名・カナミドルネームが同
一の場合には「同姓同名有り」を警告表示できること。

＇３１（
各患者ごとに,初診時特定療養費抑制区分,定期請求停止区分,食事減額区分等
が登録可能なこと。

＇３２（
登録された基本情報は永久保存情報として常時照会が可能なこと。年齢につい
ては、基本･保険登録画面と他の入力画面上に何歳何ヶ月までを表示できるこ
と。また、基本情報は必要に応じて他部門での共通利用が可能なこと。

＇３３（ 臨床検査システムと接続し、患者属性情報を伝達することができること。

＇３４（
患者番号については、自動的に付番できる機能を有すること。自動付番機能につ
いては、チェックディジット方式又は０２０１採番方式に対応できること。また、患者
番号の手入力にも対応できること。

＇３５（
性別および生年月日の元号については、既定値入力が可能なこと。また、生年
月日は西暦年での入力も可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３６（ 氏名の漢字変換は日本語辞書を利用して行えること。

＇３７（
カナ漢字変換では、漢字氏名＋漢字保険記号＋漢字保険番号の直接漢字(ﾜｰﾌﾟ
ﾛ)入力も可能なこと。また、漢字氏名では姓＋名＋ミドルネームとも、漢字１／文字
以上の登録が可能なこと。

＇３８（

二重登録チェック＇カナ氏名,性別,生年月日が同じ（として、基本・保険登録画面
(変更時含む)に「二重登録疑い患者一覧ウィンドウ」を表示できること。この時、
設定により第１氏名もチェック対象にできること。＇患者ID,漢字氏名,TEL,郵便番
号,来院科歴,現住所を表示（また、登録済み患者の場合は、変更(修正)モードに
切り替え可能なこと。

＇４／（
患者コメントは漢字８／文字分を登録・表示できること。
また、フリーコメント以外に区分として個人情報(VIP,面会謝絶,法人区分等)の登
録・管理が可能なこと。

＇４０（
登録された患者コメントは、該当患者の他の入力画面に表示可能なこと。
また、患者コメントはカルテ０号紙＋外来基本カード＋患者請求書へも出力できる
こと。

＇４１（
保有保険情報は８８保険登録可能なこと。
＇主保険,従保険,自費別の個数制限は無し（

＇４２（
会計窓口、診療報酬請求業務では、２者併用に対応できること。また、高齢受給
者＋未就学児＋生保(６４歳以上/未満)＋マル老(高齢受給者との併用含む)＋特別
公費(乳幼児,障害者等)への対応が可能なこと。

＇４３（
全保有保険の略称を一覧表示できること。また、略称をマウスでクリックすること
により、ダイレクトに登録内容を表示し、修正できること。なお、有効期間切れの
保険については、略称部分(背景)が色分け表示されていること。

＇４４（ 保険変更後、遡及処理を自動起動し、保険の一括遡り修正が可能なこと。

＇４５（
保険者マスタの活用により、保険記号、番号を自動表示できること。
また、新規に登録した内容をそのままマスタ登録することができること。

＇４６（
患者単位(全保有保険) および 保険別の保険確認日が管理でき、前回保険確認
日を表示できること。また、保険確認日の未設定指示も可能なこと。

＇４７（
保険の有効期限の管理が可能なこと。保険開始日については、設定により当日
又は当月０日の既定値選択が可能なこと。

＇４８（
社保・国保本人＋後期高齢者など各種保険と年齢の妥当性チェックが行えるこ
と。各種保険と年齢の妥当性チェックについては、マスタ設定が可能なこと。ま
た、社保＋国保以外の本人/家族区分については、｢本人｣を自動設定できること。

＇５／（ 後期高齢者保険適用のチェックについては、誕生日付による判断が可能なこと。

＇５０（

保険詳細情報画面で以下の設定が可能なこと。
・継続区分
・船員区分
・国保特別区分(結予/精神併用区分)
・高額療養費委任払いｻｲﾝ(入外/入院のみ/外来のみ)
・低所得者ｻｲﾝ(一般/上位/長期/後期 等)
・食事標準負担区分
・保険負担区分
・ﾚｾﾌﾟﾄ特記欄指定ﾒｯｾｰｼﾞ３個(主保,公費共指定可)
・保険毎コメント情報
・入外別の限定科(適用/非適用)各〄０１科
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＇５１（
高額療養費委任払いｻｲﾝ、低所得者ｻｲﾝ、食事標準負担区分、特記事項欄につ
いては、初期画面で内容確認できること。

＇５２（
継続区分の活用により、後期高齢者の月途中の保険者変更(市町村変更によるﾚ
ｾﾌﾟﾄ分割)や特定疾患保険の複数登録にも対応できること。

＇５３（
長期療養患者についても、保険の科限定が可能なこと。
＇限定科以外との切り分け（

＇５４（

給付割合＇年齢により区別（のほか、０点単価＋食事標準負担区分＋保険負担区
分＋公費一部負担金月額の自動設定と画面からの変更処理が可能なこと。
また、６／歳以上で社保＋国保＋退職者の場合、高額療養費委任払いｻｲﾝと低所
得者ｻｲﾝを自動設定できること。＇変更も可（

＇５５（
食事標準負担区分の自動設定は、減額認定患者の県単公費助成や諸法の全額
患者請求にも対応できていること。

＇５６（ 公費一部負担金月額の自動設定は保険者マスタから行えること。

＇５７（
被保険者情報として、被保険者名＋続柄＋職種の登録が可能なこと。＇カルテ1号
紙へ出力可（

＇５８（

労災固有情報＇労働保険番号,年金証書番号,入外療養期間,請求回数,傷病年月
日,労災事業所名･所在地（の容易な入力が可能なこと。
請求回数については、レセプト処理によるカウントアップ(自動)も可能なこと。
また、労災以外の保険においても、事業所名(会社名)・所在地(住所)などの登録
と利用が可能なこと。＇カルテ1号紙へ出力可（

＇６／（ 保険毎のコメント入力＇汎用利用（ができること。＇漢字１／文字（

＇６０（
住所については、町名まで表現可能な住所マスタを有していること。
また、住所マスタのメンテナンスが可能なこと。今後の住所マスタのリビジョンアッ
プにも対応できること。

＇６１（

４箇所分の詳細住所＇自宅･勤務先･連絡先の番地,マンション名 等（の登録が可
能なこと。
入力方式として、以下の機能を有していること。
・住所コード入力＇英字も利用可（
・カナ検索入力＇都道府県による限定が可能（
・郵便番号による検索入力＇任意桁での部分検索も可能（
・電話番号からの住所コピー入力
・住所コードの部分検索入力
・詳細住所のワープロ入力

＇６２（
住所区分を個別に追加して携帯電話区分、国籍区分等を登録する使い方が可能
なこと。

＇６３（ 特定の住所区分入力時には、住所コードの省略も可能なこと。

＇６４（
住所区分＋電話番号＋郵便番号＋住所コードでの重複チェックおよび現住所(住所
区分)の複数登録チェックが可能なこと。
また、マスタ設定により警告にするかエラーにするかの選択が可能なこと。

＇６５（ 連絡先情報として、携帯番号、メールアドレスの入力が可能なこと。
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＇６６（ 患者情報＇保険、住所（のコピーが行えること。＇同一家族へのコピー（

＇６７（
保険証等をスキャナーで取り込み、そのイメージを保存ができること。また、その
履歴が保存できること。

病名登録

＇６８（

レセプトに出力する病名＇歯科の場合､歯式部位まで（の登録・修正・削除が可能
なこと。
また、病名のコード入力に使用する傷病名マスタは、基金コード、ＩＣＤ10分類コー
ドが採番されているレセ電算傷病名マスタを利用できること。

＇７／（ ０患者につき８８８病名までの登録が可能なこと。＇科毎の制限なし（

＇７０（
０画面にて複数病名＇４病名＋ｽｸﾛｰﾙにより８８８病名（の表示が可能なこと。ま
た、病名の登録・修正・削除・照会が同一画面で行えること。従って、新規追加お
よび変更時の病名を区別できるよう考慮されていること。＇色分け等（

＇７１（
登録病名情報(表示内容)については、マウス操作で位置付け後、容易に修正で
きること。

＇７２（ 病名の削除は病名単位．科単位．患者単位で行えること。

＇７３（
病名の照会では、全科又は科単位の照会機能 および 入外別の照会機能を有し
ていること。また、診療科による検索(照会)又はレセプト科による検索(照会)の選
択が可能なこと。

＇７４（
病名照会の表示順については、レセプトの出力順に合わせた表示や病名開始日
降順での表示が選択可能なこと。
また、画面上でも変更が可能なこと。

＇７５（

終了･中止病名を表示する．しないの切り替えや表示対象とする病名の期間指
定が可能なこと。なお、期間指定については以下の切り替えと初期設定が可能な
こと。
・全期間表示
・前月以降有効分表示
・当月以降有効分表示
・当月有効分表示
また、その時選択(設定)されている病名表示期間を確認できること。

＇７６（

病名の入力方式として、以下の機能を有していること。
・病名コード入力＇ﾊｲﾌﾝ,ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ,小文字を含む（
・カナ検索入力＇病名のみ検索．修飾語のみ検索．病名･修飾語の両方を検索
の指示（
・ワープロ修正入力
・登録病名情報のコピー入力
なお、カナ検索入力の場合、病名コード入力域に直接カナ入力が行えること。こ
の時、入力モードの初期状態を半角英数字か半角ｶﾀｶﾅのどちらに設定するかを
選択できること。

＇７７（
病名単位に科の限定 および 外来．入院．入外共通の限定が可能なこと。ま
た、全科適用病名としての登録も可能なこと。

＇７８（ 病名登録時に該当科の初診日＋入院日＋退院日を表示できること。

＇８／（ 病名ごとに、病名コード、ＩＣＤコード、ＭＥＤＩＳコードが表示できること。
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＇８０（ 病名単位にドクターコードのカナ検索入力が可能なこと。

＇８１（
病名(本体部分０個)と修飾語(頭部,補助,尾部など)を計６個分、自由に組み合わ
せて漢字名称を合成できること。＇順不同（

＇８２（
病名や修飾語の入れ替え・挿入がマウスクリックによりワンタッチで行えること。
なお、修飾語は０病名につき前２個＋後２個までの登録が可能なこと。

＇８３（
｢疑い｣病名については、消去月数の入力により、レセプト出力時に｢疑い｣表示を
自動消去できること。＇レセプト上のみ｢疑い｣を消去（

＇８４（
病名の登録(追加)時、０つ上の病名の科＋入外区分＋開始日、ドクターコード、保
険を引き継げること。＇省略値（また、開始日については、システム日付を省略値
とする設定も可能なこと。

＇８５（
適用保険(１個)の入力時には、有効保険すべての名称(略称)を一覧表示できるこ
と。また、マウスによる適用保険の選択入力が可能なこと。

＇８６（
早期区分(治癒月数) のマスタからの自動設定および治癒月数の入力により、病
名終了日を自動発生できること。また、表示中の病名に対し、病名終了日と転帰
区分を一括して設定できること。

＇８７（
主病名サイン＇ﾚｾﾌﾟﾄ出力時､同一開始日の病名の先頭へ出力（および 優先順位
の入力により、レセプトへの病名出力順を制御できること。

＇８８（
機密保護サインのマスタからの自動設定 および 機密保護サインの入力機能を
有していること。

＇０／／（
統計用区分として、病名ごとに統計サイン(２種類)の入力が可能なこと。また、統
計サインについてもマスタからの自動設定機能を有していること。

＇０／０（
各種慢性･特定疾患等サインを病名マスタから自動設定することができること。
また、当サインの設定により、会計入力時に指導・管理料の督促が行えること。
各種慢性･特定疾患等サインを設定できるのは任意の医学管理であること。

＇０／１（
上記慢性･特定疾患等サインにより、会計入力時に行為適用チェックが行えるこ
と。＇行為入力時、該当区分の病名未登録の警告（

＇０／２（
労災四肢加算対象病名区分のマスタからの自動設定および労災四肢加算対象
病名区分の入力により、会計入力時に当該病名保有患者のみに労災四肢加算
の自動発生が行えること。

患者属性登録

＇０／３（
患者識別情報＇来院情報＋連絡先情報＋身体情報＋医師情報＋感染症情報等（の
登録・修正・削除を行うことができること。

紹介情報登録

＇０／４（
紹介患者についての諸情報＇紹介先情報＋紹介元情報＋搬入情報＋紹介扱い状
況等（の登録・管理をができること。

生保管理
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＇０／５（
保険情報に登録されている生保＇法別０１（にリンクした形で、毎月変更される交
付番号を管理、修正が行えること。

＇０／６（
負担者番号、入外区分、医科歯科区分、年度を条件に患者一覧を表示し、患者
選択により交付番号画面を表示することができること。

＇０／７（ レセプト･会計カードに対して、生保交付番号の出力が可能なこと。

治験概要登録

＇０／８（ 治験ＩＤ＋治験依頼企業、依頼者、実施責任医師などの概要登録が行えること。

＇００／（ 登録した内容を治験概要書として出力できること。

＇０００（ 治験薬別患者一覧を出力できること。

＇００１（ 企業コードごとのマスタ作成と管理が可能であること。

＇００２（ 保険請求用と企業請求用のレセプトをそれぞれ作成できること。

＇００３（ 治験企業負担分請求書を出力できること。

3－受付．管理業務

各種印刷発行

＇００４（
患者登録情報を元に、ＩＤカード,外来基本カード,受付票の発行 および カルテ出
庫指示が可能なこと。
 この時、受診科として初回登録時に４科までの受付が可能なこと。

＇００５（

患者登録情報を元に、カルテ０号紙の発行＇発行画面との連動（が可能なこと。
運用によりカルテ０号紙を一括発行できること。＇年(度)替わり等（一括発行では、
患者番号範囲,来院期間,科別 および 出力順(患者№/ｶﾙﾃ№/科ｺｰﾄﾞ/ｶﾅ氏名
等)を指定できること。

＇００６（
カルテ０号紙と外来基本カードは、基本的に同じ項目が出力できること。病名の
出力順として、病名開始日降順．昇順とレセプト表示順の選択が可能なこと。

＇００７（
カルテ０号紙発行時、科＋カルテ№＋適用保険＋カルテコメントを指定し出力できる
こと。＇登録・修正・削除も可（なお、カルテコメントは漢字１／文字を２個まで登録
できること。

＇００８（
カルテ０号紙発行時(発行画面)、有効保険(最大５個)＋最終来院日＋最新入院情
報(入退院日･科)＋科別初診日･最終来院日を表示できること。

＇０１／（
カルテ０号紙には、患者コメント＋予約コメント＋｢同姓同名あり｣表示を出力できる
こと。別途作成できること。＇ｺﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ入力およびｺﾒﾝﾄﾜｰﾌﾟﾛ入力（

＇０１０（
その他、カルテ管理画面では、カルテアリバイ情報＇入出庫日,出庫部署,保管区
分(ｱｸﾃｨﾌﾞ/ｲﾝｱｸﾃｨﾌﾞ)（の照会・更新が可能なこと。
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再来受付

＇０１１（
再来患者の受付,外来基本カード(前回処方を含む)の発行,受付票の発行 および
カルテ出庫指示が可能なこと。

＇０１２（
外来基本カードは科単位発行か患者単位発行かの選択が可能なこと。
また、運用により保険別(前回診療情報)の発行や退院時(入院)処方の発行が可
能なこと。

＇０１３（ 外来基本カードは運用により、複数枚発行に対応できること。

＇０１４（

外来基本カードには以下の内容を出力できること。
＇マスタ設定による出力内容の選択（
・基本情報
・保険情報
・受付．予約(当日･未来分10個)情報
・入外来院歴情報
・算定歴情報＇指導･管理料等（
・公費一部負担金算定情報＇月額,残額．限度額,残額,累積額,回数（
・特定疾患一部負担金算定情報＇限度額,残額,累積額,回数（
・病名情報
・前回診療情報＇処方内容,用法等（
・薬剤逓減サイン
・カルテ情報＇ｶﾙﾃ番号,ｺﾒﾝﾄ（
・患者コメント
・予約コメント
・「同姓同名あり」表示
・患者番号と受診科のバーコード
・未収情報　などのほか病院が指定する項目
また、前回処方については、使用量･単位･日数 および 回数の出力位置の設定
まで可能なこと。処方内容の最終印字後には「以下余白」と出力できること。

＇０１５（ ＇マスタ設定による出力内容の選択（

＇０１６（ ・基本情報

＇０１７（ ・保険情報

＇０１８（ ・受付．予約(当日･未来分10個)情報

＇０２／（ ・入外来院歴情報

＇０２０（ ・算定歴情報＇指導･管理料等（

＇０２１（ ・公費一部負担金算定情報＇月額,残額．限度額,残額,累積額,回数（

＇０２２（ ・特定疾患一部負担金算定情報＇限度額,残額,累積額,回数（
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＇０２３（ ・病名情報

＇０２４（ ・前回診療情報＇処方内容,用法等（

＇０２５（ ・薬剤逓減サイン

＇０２６（ ・カルテ情報＇ｶﾙﾃ番号,ｺﾒﾝﾄ（

＇０２７（ ・患者コメント

＇０２８（ ・予約コメント

＇０３／（ ・「同姓同名あり」表示

＇０３０（ ・患者番号と受診科のバーコード

＇０３１（ ・未収情報

＇０３２（
また、前回処方については、使用量･単位･日数 および 回数の出力位置の設定
まで可能なこと。処方内容の最終印字後には「以下余白」と出力できること。

＇０３３（
最終来院日から一定期間以上経過している科の科名称を色分け表示できるこ
と。経過期間については、科毎の設定が可能なこと。また、退院日からのチェック
も可能なこと。

＇０３４（
新患受付時と同様、ＩＤカードおよびカルテ０号紙の発行が可能なこと。
(カルテ０号紙の発行は発行画面との連動)また、ＩＤカードの科別発行を行う運用
の場合、発行履歴の照会が可能なこと。

＇０３５（ 再来受付業務では、保険確認画面との連携処理が可能なこと。

保険確認

＇０３６（

保険確認・照会では、その表示方法について以下のような選択が可能なこと。ま
た、検索条件(自動表示方法)を自由に変更できること。
・月初に未確認保険がある場合、保険照会表示
・前回確認日より２／日超え保険がある場合、保険照会表示
・毎回、保険照会表示
・保険の自動表示は行わない。

＇０３７（ 患者単位＇全保有保険（および 保険別の保険確認日の登録・修正が可能なこと。

＇０３８（ 基本・保険登録処理と連携し、保険の修正・追加が可能なこと。
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医事会計システム機能
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＇０４／（ 保険確認日履歴を保有し、過去の確認日を参照することができること。

自動再来受付機

＇０４０（
自動再来受付機は１台、及び受付機と連動して外来基本カードが出力できるプリ
ンタを１台設置すること。

＇０４１（
自動再来受付機による受付又はオーダリング受付処理による受付票及び外来基
本カードが出力できること。

＇０４２（
受付票及び外来基本カードには、当日の患者ＩＤ＋受診科、オーダー一覧等が出
力表示できること。

＇０４３（

自動再来受付機を利用し、以下の受付処理が可能なこと。また、予約患者の受
付も可能なこと。
・ＩＤカード受付による受付票の発行
・来院歴ﾁｪｯｸ＋受診科/休診ﾁｪｯｸ＋保険確認ﾁｪｯｸ(受付拒否,確認促進ﾒｯｾｰｼﾞ印
字等)＋予約ﾁｪｯｸ
・受付可能診療科ボタンは６科まで
・受付可能受診項目(診察/薬/検査･･)ﾎﾞﾀﾝは1科あたり２項目まで＇受診項目毎
の休診設定も可（
・同時受診診療科数は６科まで

＇０４４（
科別にドクターの選択が可能なこと。＇０人の場合には自動選択（また、受診内容
が｢診察｣時のみ選択可能なモードと｢全受診内容｣において選択可能なモードが
選択できること。

自動カルテ棚接続

＇０４５（
既存のカルテ棚システムと接続し、再来受付時に受付情報および出庫指示情報
を伝達することができる。

4－各種情報照会

患者番号照会

＇０４６（

患者の患者番号＋氏名＋性別＋生年月日＋過去の全受診科･カルテ保存期間経
過ｻｲﾝ＋VIP･面会謝絶等の照会が可能なこと。＇カナ氏名の４／音順に表示（
この時、過去の全受診科については、診療科順表示か最終来院日順表示かの
選択(設定)が可能なこと。

＇０４７（
カナ氏名では、｢名｣の一部(“ﾀﾛｳ”等の“ﾀ”)や｢ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ｣の一部からの検索も可
能なこと。

＇０４８（
カナ氏名では、清音の指定で濁音･半濁音の文字を、また濁音･半濁音の指定で
清音の文字を検索できること。＇ｼ → ｼ,ｼﾞ,ﾁﾞを検索（＇ﾊﾞ → ﾊ,ﾊﾞを検索（

＇０５／（
検索条件は、漢字氏名(姓･名･ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ)、性別、生年月日の他に、第１氏名(カ
ナ,漢字)からの検索も可能なこと。

＇０５０（ テスト患者を検索対象とするかどうかを選択できること。
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＇０５１（
特定のＶＩＰサイン保有患者については、検索患者一覧に表示しない(対象外とす
る)設定が可能なこと。
対象外設定とするＶＩＰサイン区分を最大０／個まで設定が可能なこと。

＇０５２（
照会画面で選択された患者の詳細情報･来院履歴情報を個別に表示できること。
また、選択された患者から各業務画面への切替もワンタッチで行えること。

＇０５３（
入外それぞれの来院歴は、一覧＇詳細・概要（表示だけでなく、カレンダー形式で
も表示できること。

＇０５４（

来院履歴照会画面に遷移しない場合、患者番号照会画面から患者選択(ﾏｳｽｸﾘｯ
ｸ)することにより、患者の最終来院日＋カナ氏名(姓･名･ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ)＋最新入院情
報(入退院日･科･病棟病室ﾍﾞｯﾄﾞ･ﾄﾞｸﾀｰ名)＋科別初診日･最終来院日(降順)＋現
住所情報(郵便番号･電話番号･住所)をウィンドウ表示できること。＇簡易来院歴
表示（

＇０５５（
患者照会情報として表示できる項目は、すべて永久保存項目として照会が可能
なこと。

＇０５６（
テスト患者を検索対象とした場合に、本番患者ではないことが容易に確認できる
ような表示ができること。

来院履歴照会

＇０５７（

来院履歴照会では、患者の属性＋VIP･面会謝絶等＋住所＋TEL＋初回来院日＋最
終来院日および 外来履歴情報(科･来院日･初診日)＋入院履歴情報(科･入退院
日･病棟病室ﾍﾞｯﾄﾞ№･転帰)の時系列照会が可能なこと。
また、ワンタッチもしくは自動で保有保険情報＇法制(保険)ｺｰﾄﾞ,継続区分,保険者
番号,給付割合,記号･番号,本人家族区分,開始･終了日,限定科（も表示できるこ
と。

＇０５８（
外来履歴＋入院履歴については、担当医が登録されている場合は、その登録ﾏｰ
ｸと担当医表示が可能なこと。

＇０６／（
履歴は科毎又は日付順での並び替え および 入院履歴の詳細表示モード(転科･
転室分まで表示)への切り替えが可能なこと。

＇０６０（
入院概要履歴表示(入退院履歴のみ表示)の場合、入院科と退院科の切り替え表
示が可能なこと。

＇０６１（
入院履歴情報は８８履歴分(８８入退院･転科･転室履歴)を表示できること。また、
外来履歴情報は科毎(全来院科)に最新から２履歴分又は０履歴分(最新のみ)を
切り替え表示できること。

＇０６２（ 外来履歴情報については、科毎の初回初診算定日の表示が可能なこと。

見舞い客案内

＇０６３（
見舞い客案内では、カナ氏名(一部も可)＋性別＋生年月日＋科＋入院日範囲＋入
院時病棟、退院時病棟、現住所(ｶﾅ/ｺｰﾄﾞ)および ＴＥＬを検索条件にして、該当患
者の見舞い客案内情報の照会が可能なこと。

＇０６４（ カナ氏名では、｢名｣の一部や｢ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ｣の一部からの検索も可能なこと。

＇０６５（
住所カナ検索では、都道府県コードによる限定検索が可能なこと｡(他検索ｷｰとの
組み合わせ入力)
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＇０６６（
入院中患者のみ表示．退院後０週間の患者まで表示．退院後1ヶ月の患者まで
表示 ．退院後１ヶ月の患者まで表示．退院後２ヶ月の患者まで表示の選択や、
入院中の履歴を表示する．しない の選択が可能なこと。

＇０６７（ ｢面会謝絶｣(VIPｻｲﾝ)の表示や現住所の詳細表示も可能なこと。

＇０６８（
特定のＶＩＰサイン保有患者については、検索患者一覧に表示しない(対象外とす
る)設定が可能なこと。
対象外設定とするＶＩＰサイン区分を最大０／個まで設定が可能なこと。

空床状況照会

＇０７／（
空床状況照会では、全病棟又は指定病棟．指定病室の空床照会 および 病室
入院患者照会が可能なこと。

＇０７０（ 特定の部屋区分．看護区分．性別区分での限定検索が可能なこと。

＇０７１（ 空き病室のみ表示と全件分表示の切り替えが可能なこと。

＇０７２（ 検索(照会)結果については、定員数＋使用数＋空床数の合計表示が可能なこと。

受付状況照会

＇０７３（
受付ＤＢ(受付･会計業務にて更新)により、受付時間＋診療済み時間(分散入力)＋
会計済み時間の管理が可能なこと。

＇０７４（
受付状況照会では、科別受付状況の照会 および 未会計患者などの照会が可能
なこと。当日以外＇過去日（の検索日付も指定できること。

＇０７５（ 時間軸を横に、受付状況(受付数,未会計数)の推移をグラフ表示できること。

＇０７６（
科別受付状況照会では、科別受付数．未会計数．予約数の表示が行えること｡
(予約数は内数も可)また、新患・再来・予約別の受付数・未会計数合計も表示で
きること。

＇０７７（
科別受付状況照会からの機能選択により、受付患者一覧＋未会計患者一覧＋会
計済み患者一覧＋予約患者一覧を時間順に表示できること。

＇０７８（
上記患者一覧表示では、指定科分又は全科分の選択表示が可能なこと。また、
新患．再来などの受付区分の表示も可能なこと。

＇０８／（
上記患者一覧表示は直近の０ヶ月分以上は表示できること。また、そのデータを
ＣＳＶデータとして抽出できること。

5－会計

会計入力

＇０８０（
会計入力業務においては、当院が指定する自動発生(生成)・包括・チェックの機
能を有していること。
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＇０８１（
運用選択項目として院内．院外処方情報の出力･再出力機能を有していること。
麻薬処方時には、患者住所と施用者(免許証)番号(ｺﾒﾝﾄ)の印字が可能なこと。

＇０８２（
外来患者に対する全診療内容をコードまたは略称等で入力し、入力された診療
内容と保険情報を基に点数･料金計算を行い、患者に対する請求書の発行が可
能であること。

＇０８３（
患者請求書発行時、運用により薬引換券(情報)や予約券(予約情報０／個)の発
行およびバーコード情報の出力(POSﾚｼﾞ利用等)に対応できること。

＇０８４（
会計入力中に各種照会＇保険,病名,ＤＯ番号･内容,ＳＥＴ番号･内容,各種算定状
況,診療履歴･内容等（や他業務への切り替えが自由に行えること。また、他業務
への切り替え後も元の会計入力画面に戻れること。

＇０８５（
診療履歴照会では、オペレータ(担当者)の把握が可能なこと。＇診療履歴表示･診
療内容照会からの修正ﾓｰﾄﾞ（

＇０８６（
患者＋科の入力から患者請求書発行までの処理を、０種類の画面(会計入力画
面)にて行えること。また、設定により最終来院履歴の科コードとドクターコードを
自動発生できること。

＇０８７（
同一患者にて複数科(併科)の入力が可能なこと。＇０回の入力で０／科まで（ま
た、当日受付科との妥当性チェックも可能なこと。＇「受付なし科」,｢未会計科｣の警
告表示および｢(翌日以降)予約あり｣の警告表示（

＇０８８（

併科同時入力では、科全体での外来管理加算のチェックとその消し込みが可能
なこと。
科別入力においても、遡及処理を自動起動し、外来管理加算の一括消し込みが
可能なこと。
外来管理加算を算定しない場合は、非算定入力＇＊Ｎ（が可能なこと。＇１／／床未
満（

＇１／／（
適用保険の自動選択が可能なこと。また、複数の保険に対する診療データを同
一画面上で同時に入力できること。 ＇単独保険・併用保険の同時入力＋画面．科
．診療グループ単位の保険指定 等（

＇１／０（

適用保険がない場合に自動発生させたい保険(自費等)の設定が可能なこと。
入力時に全額本人請求の指定がされたデータに対して適用させたい保険の設定
も可能なこと。
＇点数ﾏｽﾀでの自費扱い指定項目の自費保険設定を含む（

＇１／１（
患者の来院履歴および最終退院日(退院後の継続中病名保有ﾁｪｯｸ含む)により、
初再診データの自動発生が行えること。
経過期間については、科別の設定が可能なこと。＇小児科1ヶ月＋内科２ヶ月 等（

＇１／２（

初再診入力では紹介患者＋緊急＋救急車搬入などの区分入力が行え、紹介率統
計へ反映できること。さらに、初診履歴なしや、一定期間経過後の来院時に｢初診
扱い再診｣の区分を自動発生できること。＇ﾚｾﾌﾟﾄの病名開始日ﾁｪｯｸや統計で利
用可能（

＇１／３（

画面単位 又は 科単位(一部項目単位も可)で、請求先区分＋保険＋時間区分(各
種加算)＋障害者区分＋診療日＋ドクターコード＋入院中外来＋課税/非課税＋減免
コード＋臨時処方区分＋前回部署コード(統計への活用)(端末毎に特定の部署ｺｰ
ﾄﾞの自動発生も可能)などの指定が可能なこと。＇ヘルプ機能を含む（

＇１／４（
上記ドクターコードは２個まで入力できること。＇項目単位の指定も２個まで（ま
た、薬引換券番号については、自動付番も可能なこと。＇会計時又は分散会計
時（

＇１／５（
年齢＋労災による項目点数の自動置換が可能なこと。＇同一コードでの入力（
また、時間外・年齢加算については、抑制指示入力が可能なこと。
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＇１／６（
同一会計入力画面での院内．院外処方の混在入力が可能なこと。また、この時
の処方箋料算定により調剤料・処方料・麻毒加算の自動発生を抑制できること。

＇１／７（
診療データ入力中に点数．金額の強制入力＋準ずる区分の入力 および 強制算
定．未算定区分の入力が可能なこと。また、項目コードの重複チェックエラー時
にも強制算定入力が可能なこと。

＇１／８（
画像診断の入力では、枚数＞方向数の入力にも対応できること。また、単純撮
影＋造影撮影＋特殊撮影等については、設定により分画数入力も可能なこと。

＇１０／（
０会計入力において、科コード行を含み最大４／／行(項目)の診療データ入力が
可能なこと。

＇１００（ 項目名称＋使用量＋単位＋点数＋回数を一度にモニタ表示できること。

＇１０１（

項目名称表示部をマウスクリックし、点数マスタの正式名称、ドクター名称(診療
行為指定)及び適用保険を表示できること。
また、項目名称表示部へのマウス位置付けにより、項目コード(自動発生項目含
む)とその正式名称、ドクター名称(診療行為指定)及び適用保険を表示できるこ
と。

＇１０２（ 主行為(手技)＋薬剤＋材料のグループごとの点数計算と表示が可能なこと。

＇１０３（

入力時の包括・未算定項目については、／点表示が可能なこと。
[例] 薬剤情報提供料の手入力．オーダ取り込み時の／点算定のケース
・入院中の場合
・同日１回目以降の場合
・同日に処方箋料を算定している場合
・院内処方の薬剤が存在しない場合＇在宅に伴う薬剤しか存在しない場合も／点（

＇１０４（
入力行番号とエラー．警告メッセージの対応を分かり易く表示できること｡(行番号
と色での識別)また、エラー．警告メッセージを０／個分以上表示できること。

＇１０５（

必要に応じ、以下に示すメッセージボックスを警告表示できること。＇警告ﾒｯｾｰｼﾞ
見落とし防止（
・当月調基有り
・当月薬剤指導有り
・当月処方箋料有り
・腫瘍ﾏｰｶ算定済み
・検体管理加算(Ⅰ)算定済み
・検体管理加算(Ⅱ)算定済み
・退院会計済み
・動脈血酸素飽和度の入力督促(在宅酸素療法指導算定時)

＇１０６（

入院患者に対する全診療内容(入院基本診療ﾃﾞｰﾀは入院基本登録を参照)を、
コード又は略称等で入力できること。必要に応じ入院料項目の会計入力も可能な
こと。また、その場合特定入院料に包括される入院料項目の入力も可能なこと。
(点数マスタ設定)

＇１０７（ 入院中の科コードは入力域に自動表示できること。

＇１０８（
入院日および退院日の表示が可能なこと。また、現在入院中の科と全科での最
終来院日の表示も可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１１／（
診療行為が継続するデータの容易な入力が可能なこと。＇｢何日から｣＋｢何日から
何日まで｣（

＇１１０（
継続データ入力では、間欠(何日おき)入力や何日分(何日から)入力も可能なこ
と。

＇１１１（
終了日が未入力の継続データは、退院登録時に終了日を自動設定できること。
＇運用選択（

＇１１２（
退院会計後の追加請求指示入力時には、追加入力のみの患者請求書を発行で
きること。

＇１１３（ 労災保険適用時、病衣加算を自動算定できること。

＇１１４（
遡及処理により、静脈＋皮下筋＋点滴および中心静脈注射の０日まとめ処理が可
能なこと。＇選択設定（また、設定により、点滴薬剤(点滴の加算も含む)の中心静
脈注射へのまとめ処理も可能なこと。

＇１１５（ 入院中外来(他科)の自動判断 および 入院中外来の指定入力が可能なこと。

＇１１６（
入院中外来時の保険の科限定チェックを、入院限定科．外来限定科のどちらで
行うかを選択できること。＇運用選択（

＇１１７（
入退院日に外来扱い(外来指定)のデータ入力が可能なこと。＇他科．入院科（ま
た、入院科の場合、入院データへの変更が可能なこと。

＇１１８（
特別な関係にある他病院の入院履歴情報を登録した場合の外来患者としての対
応や、入院中患者の労災アフタケアレセプトへの対応のため、入院中にも外来扱
い(外来指定)のデータ入力が可能なこと。＇警告メッセージを表示（

＇１２／（
入力されたデータは、運用により入院患者の前回処方(又はＤＯ登録処方)情報
の出力処理へ反映できること。＇一括処理（

＇１２０（
入院期間中の外来オーダを入院診療として取り込めること。＇同じ科は入院、異
なる科は入院中外来（

＇１２１（

請求書発行時(修正会計時を含む)、自動もしくは指示により、負担なし/ありでの
強制発行/未発行＋未処理扱い＋差額分発行＋新規発行＋調定発行(前回分のﾏｲ
ﾅｽ請求書発行と今回新規分発行)＋料金データ未作成(診療ﾃﾞｰﾀのみ更新)の選
択が可能なこと。

＇１２２（
上記同様、自動もしくは指示により、保険組み合わせ別発行/保険まとめ発行＋
科別発行/併科まとめ発行＋全額入金扱い/全額未収扱い(過去分含める/含めな
い)の選択も可能なこと。

＇１２３（
請求書発行日については、システム日付又は診療日を設定できること。また、運
用により締め日を設定できること。

＇１２４（ 請求書発行の際、出力先を指定することが可能であること。

＇１２５（
請求書に印字する請求書宛名、住所を、該当患者のものから差し替えて印字す
ることができること。

＇１２６（
請求額合計の中で感予２６条の１．精神２１条．特定疾患適用分の金額を請求
書に出力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１２７（
請求書の未収金額を本日の未収分(当請求書以外)と本日以外の未収分とに分
けて出力できること。

＇１２８（
請求書情報を未収として登録する場合は、未収区分の既定値設定する区分をど
れにするかを指定できること。

＇１３／（ 服薬指導システムと連携して薬剤情報を伝達することができること。

＇１３０（
オーダリングシステムと接続し、患者情報と受付情報を伝達することができるこ
と。また、実施済みのオーダ情報の取り込みを行えること。

各種入力方法について

＇１３１（
入力方法として、項目コード/略称コード/伝票コード入力＋前回ＤＯ入力＋約束入
力＋セット入力などの機能を有していること。

＇１３２（
略称コードについては、覚え易く、かつ剤形･規格など表現できるように、７桁まで
の設定が可能なこと。＇０項目に複数の略称を設定可能（

＇１３３（
伝票コード入力については、伝票№２桁＊指示№１桁での入力方式か、伝票№１
桁＊指示№２桁での入力方式かの選択が可能なこと。

＇１３４（
検索対象を、項目．略称．伝票．部位．検体コードから選択できること。
カナ検索では、カナ名称０／桁以内による診療区分限定検索が可能なこと。

＇１３５（
検索画面を表示しての検索の他に、入力行での直接検索指示も可能なこと。
また、コード検索時には該当項目の点数．金額＋単位を表示できること。
検索名称は画面調整により、表示文字数を拡大できること。

＇１３６（
項目コード および 項目の区切りや入力終了などの指示が、すべてテンキーで行
えること。また、行削除や行挿入もワンタッチで行えること。

＇１３７（
使用量や回数が０の場合、使用量．回数入力を省略できること。また、使用量＋
回数(日数)を入力する場合、０行で入力できること。＇行為入力行と同一行（

＇１３８（
日数入力については、０７／日投与(２桁入力)に対応できること。＇会計カード画面
含む（

＇１４／（
投薬の場合、散剤・液剤の指定がマスタ設定と共に入力画面でも指示できるこ
と。

＇１４０（
院外処方入力でRpの中の一部薬剤のみ後発医薬品変更不可の場合、個〄の薬
剤に付加することができること。

＇１４１（ 注射の場合、注射薬以外を入力すると警告メッセージを表示できること。

＇１４２（
入力単位については、主単位(入力の省略が可)のほか、サブ単位０＋１の入力と
単位の漢字表示が可能なこと。

＇１４３（
注射薬剤入力時、年齢・入院期間・注射量等により点滴手技料を自動発生できる
こと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１４４（
検査種の混在入力(グループ入力時)においても、検査種ごとの自動振り分けとそ
の表示が可能なこと。＇まるめ計算を含む（また、上記グループ入力時、重複項目
の自動削除が可能なこと。

＇１４５（
入力支援機能として、入力データのテキストファイル保存．読み込み機能(ｽｹﾙﾄ
ﾝ･簡易ｾｯﾄ入力)が利用できること。
当機能により、他患者や入外・他科のデータを呼び出し、容易に利用できること。

＇１４６（
オーダリングシステムからの外来データ取り込み時、未取り込み科表示や全科取
り込みに対応できること。また、未実施オーダ種がある場合、その内容の確認と
警告が可能なこと。

＇１４７（

前回ＤＯとして、全診療区分に対し下記のデータが利用できること。なお、ＤＯ
データを入力画面上に展開し、自由に追加・修正・削除できること。
・登録ＤＯデータ
・前回＋前〄回等の戻り数指定データ＇８回前までのﾃﾞｰﾀ（
・日付指定データ
・上記各〄の診療区分限定データ＇複数診療区分指定可＋｢DR｣はﾄﾞｸﾀｰｺｰﾄﾞの
呼び出し（
・前回の保険限定データ＇診療区分限定も可（
・日付指定の保険限定データ＇ 〃　（
上記の戻り数指定ＤＯ＋日付指定ＤＯ および 診療区分限定ＤＯに対し、入院 又
は 外来の指定も可能なこと。＇入外指定ＤＯ（

＇１４８（
ＤＯデータの画面展開方法についても、会計入力順か診療区分順かの選択が可
能なこと。

＇１５／（
患者別ＤＯデータの登録は、随時会計入力と同様に科別に行えること。また、患
者別ＤＯデータの削除は、会計入力中のＤＯ番号照会から簡単に行えること。

＇１５０（
登録ＤＯデータの登録内容のみの更新も可能なこと。＇該当日の診療ﾃﾞｰﾀとして
更新しない（

＇１５１（ 登録ＤＯデータを外来基本カード上へ出力可能なこと。＇運用による選択（

＇１５２（
登録ＤＯデータ以外は事前登録の必要がないこと。＇過去の診療ﾃﾞｰﾀを自由に展
開･利用可（

＇１５３（
科コードの入力により、前回ＤＯデータを自動表示できること。＇運用による選択（
前回ＤＯデータの自動表示についても、診療区分の限定表示が可能なこと。＇全
て表示又は４診療区分までの限定表示（

＇１５４（
上記運用時においても、前回ＤＯデータの自動表示を抑制できること。＇抑制指示
入力（

＇１５５（
該当科データのＤＯ表示後、科コードの上書き修正が可能なこと。＇他科ﾃﾞｰﾀの
容易な利用（

＇１５６（ セット入力についても、全診療区分のデータ利用が可能なこと。

＇１５７（
セット名称には、カナ英数字(２文字まで)と漢字セット名称(０／文字まで)を利用で
きること。また、セットは８８８個まで(特に制限なし)登録できること。

＇１５８（
行為入力行に直接セット名称を指定し、セット入力できること。また、セット名称一
覧とセット内容の照会を行い、該当セットの選択入力が行えること。

＇１６／（ セットデータを入力画面上に展開し、自由に追加・修正・削除できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１６０（ セットデータの登録･管理は、随時会計入力と同様に行えること。

＇１６１（
セットの登録･管理については、セット登録時の診療日によりセットの世代管理が
可能なこと。

＇１６２（
約束の親コード入力により、子の内容を入力画面上に展開し、自由に追加・修
正・削除できること。

＇１６３（
約束入力時の数量(使用量/回数)の画面展開方法は、マスタ登録数量＋入力数
量(ﾄｰﾀﾙ数量入力)＋入力×登録数量(倍数入力)の２通りの設定が可能なこと。
＇薬剤･材料は使用量＋その他は回数を設定（

＇１６４（

レセプトや処方(用法)コメントについては、コード入力＋略称入力＋コード/略称検
索入力および ワープロ修正入力が可能なこと。また、レセプトの日付コメント入力
時、コメント名称内(点数ﾏｽﾀ)に設定してある編集記号により、年月日＋年月＋日＋
年月日～年月日 等に入力数字を埋め込んでレセプト出力できること。

＇１６５（ コメントの保険指定入力が可能なこと。

＇１６６（ 分服数(用法ｺﾒﾝﾄ)や実施時間の入力が可能なこと。

＇１６７（
コメントは有効期間や対象レセプト(医科/歯科,入/外,科,保険)などを指定し、患者
単位に作成・保存できること。＇ｺﾒﾝﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽによるﾚｾﾌﾟﾄ固定ｺﾒﾝﾄの出力（

＇１６８（
患者請求書への出力コメントについては、４個までの選択入力が可能なこと。(科
ｺｰﾄﾞ行へ指定)また、請求書コメントのフリー入力＇１／文字以上（も可能なこと。

＇１７／（
患者請求書には、患者コメント,予約コメント,｢同姓同名あり｣表示 および ｢院外処
方あり｣表示を出力できること。また、併科情報＋処理日時＋処理端末＋担当者＋
出力業務(処理種別)を出力できること。

＇１７０（
コメントメンテナンスにより、毎回患者請求書に出力するためのコメント４個を別途
作成できること。＇ｺﾒﾝﾄｺｰﾄﾞ入力 および ｺﾒﾝﾄﾜｰﾌﾟﾛ入力（また、コメントメンテナン
スにおいて、請求書フリーコメントの修正・削除が可能なこと。

＇１７１（ オーダリングシステムからフリーコメントの取り込みが可能なこと。

＇１７２（
診療行為(項目)入力行で指定する各種区分(算定区分,加算区分等)のヘルプ機
能を有していること。

＇１７３（
加算区分については、該当行で入力可能な加算区分のみを検索表示できるこ
と。

＇１７４（
初診日＋最終来院日(入力科又はﾚｾﾌﾟﾄ科と全科での最終来院日)の確認が可能
なこと。最終来院日の表示には、最終退院日が考慮されていること。＇退院日の
表示（また、初診日については全科直近初診日の表示が可能なこと。

＇１７５（
診療日が退院日の２ヶ月以内の場合、｢最終退院日より２ヶ月以内｣メセージと最
終退院日を表示できること。

＇１７６（
会計入力中の画面に、常時 適用保険(有効保険含む)と給付割合が表示されて
いること。

＇１７７（

保険確認・照会の表示方法(自動表示含む)の選択が、再来受付業務の｢保険確
認(画面)｣と同様に行えること。＇外来会計･入院会計別に設定（保険確認画面自
動表示の場合、｢外来全科非適用｣として登録されている保険を除外できること。
また、保険確認画面表示でなく、同条件での警告メッセージ表示のみの選択も行
えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１７８（ 会計入力時に保険確認日の更新指示が行えること。(保険確認画面の起動)

＇１８／（
有効期間切れや翌月期間切れの保険に対する警告とその内容照会が行えるこ
と。

＇１８０（
会計入力時に患者保有病名(同一ﾚｾﾌﾟﾄ科病名と全科病名)の照会が可能なこ
と。
※入力中に保有病名の確認ができること。

＇１８１（

各種算定状況(算定履歴)の照会では、初診料,調剤技術基本料,各種指導･管理
料,一部負担金,検査判断料,逓減計算情報,発症日,同一月/同一日/患者０回/０
入院/初回/何月何回/毎回につきなどの算定情報の照会が可能なこと。なお、こ
こで照会できる項目については、基本的にはユーザ側での設定は不要なこと。
＇発症日以外（

＇１８２（ 算定歴の一部負担金算定歴については算定金額を表示できること。

＇１８３（
算定情報については、入院算定分および外来算定分の同時表示が可能なこと。
(入/外で色分け)また、全件分．指定月分．指定日分．初回診療日分の限定照
会も可能なこと。

＇１８４（ 各種算定状況(算定履歴)の照会では、特定の項目に絞った検索ができること。

＇１８５（ 各種算定状況(算定履歴)の照会では、表示項目の並び替えができること。

＇１８６（
各種算定状況(算定履歴)の照会で、レセプトに初回算定日、前回算定日を自動
出力可能な項目であるか確認できること。

＇１８７（ 各種算定状況(算定履歴)の照会では、表示可能な件数に制限がないこと。

＇１８８（
会計入力時、同月内算定不可項目等をチェックできるよう、指導管理料等特定項
目の算定歴を自動表示できること。＇点数ﾏｽﾀ項目の任意設定（また、リハビリ(個
別療法･集団療法)＋消炎鎮痛等処置の算定回数を自動表示できること。

＇２／／（
会計登録画面で算定可能性のある医学管理料の候補を表示して会計登録画面
への展開ができること。

＇２／０（
診療データ入力終了時、自動もしくは指示により、費用照会･確認ウィンドウを表
示できること。また、費用照会･確認ウィンドウでは０１料金明細までの０画面表示
が可能なこと。

＇２／１（

費用照会の料金明細については、点数表示か患者請求金額表示かの運用選択
が可能なこと。また、費用照会･確認ウィンドウ上で、患者単位および請求書別
(保険別･科別)明細表示の切り替えが可能なこと。＇保険別･科別で複数の請求書
存在時（

＇２／２（
マスタ設定により、費用照会･確認ウィンドウ上から直接、請求書発行指示も行え
ること。＇操作の簡略化（

修正会計

＇２／３（
会計入力された診療日＋科＋指定保険 および 診療データの修正(会計)入力が可
能なこと。上記データは、すべて画面展開後、上書きでの修正入力が可能なこ
と。

＇２／４（
診療データ保存期間については、データの修正及びレセプトの再出力が可能な
こと。
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＇２／５（
データの画面展開方法については、会計入力順か診療区分順かの選択が可能
なこと。

＇２／６（ 修正(会計)入力により、同時に来院履歴・算定履歴も修正されること。

＇２／７（
再計算後、修正会計画面から差額分又は全額分(新規)の患者請求書の発行が
可能なこと。＇新規調定発行含む（

＇２／８（
新規再計算時には、前回整理番号を患者請求書へ出力できること。また、入金
情報として前回分の入金額の履歴を管理できること。

＇２０／（
修正会計では、再計算後の合計点数＋今回請求額合計＋前回請求額合計＋前回
入金額合計を画面表示できること。

＇２００（
外来の診療データ入力終了時と同様、費用照会･確認ウィンドウの表示が可能な
こと。＇外来（と患者請求データの両方の修正(精算修正)を行うかの選択が可能
なこと。＇修正モードの選択（

＇２０１（
修正会計では、レセプト請求データの修正(ﾃﾞｰﾀ修正)を行うか、もしくはレセプト
請求データと患者請求データの両方の修正(精算修正)を行うかの選択が可能な
こと。＇修正モードの選択（

＇２０２（ 修正会計起動時の修正モード(初期値)を設定できること。

＇２０３（
修正会計では、診療履歴照会からの修正会計機能と、会計カード画面からの修
正会計機能を有していること。

＇２０４（
入院＋外来とも開始年月を指定し、複数患者の保険の一括修正や入院期間外診
療データの削除処理などが可能なこと。＇遡り修正････遡及処理（また、入院中患
者のみの一括遡及処理も可能なこと。

＇２０５（ 遡及処理実行画面では、遡及処理状況を画面へログ表示できること。

＇２０６（
診療データ登録後に保険期間変更(保険切れ)等があった場合には、警告メッ
セージの出力が可能なこと。＇遡及処理が必要（

＇２０７（
診療履歴照会では、外来．入院．入外両方(省略値) および 対象年月(日)を指
定し、患者単位に科＋診療日＋処理日＋入外＋主保険＋併用保険＋担当者＋未精
算＋処理端末(端末番号)＋処理時間などの表示が行えること。

＇２０８（ 診療履歴を選択することにより、診療内容の確認が行えること。

＇２１／（
診療履歴の選択により、診療データ修正画面(会計入力ｲﾒｰｼﾞ表示)へ遷移し、診
療内容を自由に追加・修正・削除できること。＇外来．入院データ入力機能に準じ
る（

会計カード

＇２１０（
診療内容の右側にカレンダーマップを付加した会計カード画面を表示すると共
に、病名参照も同時にできること。

＇２１１（
会計カード画面では、指定月内に存在する会計カードの組み合わせパターン(科･
入外･保険)を参照･選択し、容易に診療内容のカレンダー表示が行えること。ま
た、診療行為区分＋科＋入外の指定による限定表示も可能なこと。
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＇２１２（
入院患者のカレンダー表示時、カレンダー上部の日付エリアにマウスを位置付け
ることにより、入院起算日からの通算日数を表示できること。＇他病院日数や他病
院履歴引き継ぎを含む（

＇２１３（
入院患者のカレンダー表示時、適用されている保険の有効期限が処理日より1ヶ
月以内の場合、法制(保険)コードを色分け表示できること。また、マウスの位置付
けにより、その保険の有効期間を表示できること。

＇２１４（
会計カード画面上には、最大８８８件の診療データを表示できること。また、入院
料関連データのカレンダー表示にも対応可能なこと。

＇２１５（
カレンダー表示では、月の前半．後半表示とひと月分表示の自由な切り替えが
可能なこと。また、レセプト別表示や全保険表示への切り替えが可能なこと。

＇２１６（
レセプト別表示では、以下の機能を有していること。
外来 ９ 科別･主保険別表示
入院 ９ 主保険別表示＇転科前後のデータを同時に表示（

＇２１７（ レセプト別表示では、主保併用分の項目名称を色分け表示できること。

＇２１８（

全保険表示では、以下の機能を有していること。
■医科/歯科・入外別表示
■法制(保険)コード表示
■併用データの項目名称色分け表示
■診療区分・項目ｺｰﾄﾞ・保険・ﾚｾﾌﾟﾄ科順に表示

＇２２／（
会計カード画面での診療内容の表示順については、診療区分内で項目コード順
か日付順かの切り替えが可能なこと。＇項目コード昇順･日付順．日付順･項目
コード昇順（

＇２２０（
会計カード画面においては、項目名称表示部をマウスクリックし、点数マスタの正
式名称＋解釈番号＋基金コード(レセ電算コード)を表示できること。また、主行為
(手技)＋薬剤＋材料などのグループごとに点数表示が可能なこと。

＇２２１（
会計カード画面から、直接 回数．日数の修正と行為の別診療日へのコピ，(回
数．日数のみ入力)が行えること。

＇２２２（
回数．日数の修正とコピーは、マウスで直接カレンダー上に指示(位置付け)でき
ること。また、修正可．不可データについては色を分けて表示できること。

＇２２３（

カレンダー上の回数．日数を選択し、該当日の診療データ修正画面(会計入力ｲ
ﾒｰｼﾞ表示)へ遷移できること。この時、診療データ修正画面上のカーソル位置を、
カレンダー上で回数．日数を選択した項目に位置付けできること。自動発生項目
等一部の位置付け不可項目を選択した場合には、その旨の警告メッセ，ジを表
示し、カーソルは入力最終行に位置付けできること。

＇２２４（
カレンダー上の回数．日数 空白欄を選択した場合は、該当日の会計入力画面
へ遷移できること。

＇２２５（ 修正・入力後は、元の会計カード画面に戻れること。

＇２２６（
カレンダー上の回数．日数を選択し、簡単な操作で該当項目の削除や該当項目
の一括削除が行えること。＇画面上の複数項目の０日単位削除 および ０ヶ月分
削除が可能（

6－入院管理

入院基本登録
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＇２２７（

患者の入退院＋転科･転室･転病棟情報 および ドクターコードの登録・修正・削除
が可能なこと。各〄日付とともに、時間区分(朝食前/昼食前/夕食前/夕食後)の
入力が可能なこと。なお、ドクターコードについては、選択入力とカナ氏名での検
索入力が可能なこと。また、転室時には転室前のドクターコードを引き継げるこ
と。

＇２２８（
上記入力データを、全病棟あるいは指定病棟．指定病室単位の空床照会や、指
定病室の入院患者照会に即時に反映できること。

＇２３／（

入退院 および 転科･転室･転病棟の入院履歴情報は８８８履歴分を登録・管理で
きること。
また、入院情報のオーダ取り込み時、医事の入院情報(存在する場合)を優先す
る．しないの運用選択(設定)が可能なこと。
＇ｵｰﾀﾞ取り込みしない．修正オーダとして更新するの選択（

＇２３０（
履歴の照会では、転室表示モードと非表示モードの切り替えやドクターコードの
登録有無の表示が可能なこと。また、ドクターコード登録有無マークへのマウス
位置付けにより、ドクター名称が表示できること。

＇２３１（
入院＋退院＋転科･転室･転病棟の登録・修正時には、それぞれの処理に応じた
入力項目のウィンドウが表示できること。

＇２３２（
表示されている入院･退院･転科･転室･転病棟履歴の選択により、簡単な操作で
履歴の削除．一括削除や項目の修正が行えること。

＇２３３（ 病棟＋病室のほか、ベッド№までの入力が可能なこと。

＇２３４（

保険情報の表示・チェック機能として以下の機能を有していること。
・全診療データ保有期間内で有効な保険のみ表示。
・入院登録時､入院日より０ヶ月以内に有効期限があれば､法制(保険)コードを色
分け表示。
・入院登録時､入院月に保険確認していなければ､法制(保険)コードを色分け表
示。
また、マウスの位置付けにより、その保険の有効期間を表示できること。

＇２３５（

入院登録時に前回までの入院料算定履歴を、履歴№の指定なしに自動的に引き
継げること。＇最終退院日から２月未満の場合（また、前回の退院日から２ヶ月以
内(月数設定が可)の入院登録時には、入退院履歴上の前回退院日を色分け(警
告)表示できること。

＇２３６（

差額室料(課税/非課税 および 外税/内税対応含む)や一般病棟/療養病棟/結
核病棟/精神病棟/特定機能病院/専門病院/障害者施設等の各種入院基本料
および 各種看護加算･療養環境加算等〄、入院基本料加算などの情報をベッド
(病室)マスタから自動設定できること。(ベッドマスタの世代管理は無制限)

＇２３７（
差額室料は市内．市外別の設定が可能なこと。また、労災入院室料加算の算定
(設定)も可能なこと。

＇２３８（
病院運用を考慮し、上記ベッドマスタ情報や、電気代等の自費項目(一般料金)を
画面から入力できること。また、差額室料や重症者加算区分の修正･取消機能を
有していること。

＇２４／（
入院登録および転科登録時、入院カルテ０号紙．入院台帳の発行が可能なこ
と。また、共観科４個の登録が可能なこと。＇統計利用（

＇２４０（
入院登録時、通算対象他病院日数を入力できること。また、同開設者/特別な関
係にある他病院からの転院引き継ぎに対応できること｡(ﾍﾞｯﾄﾞ履歴管理)

＇２４１（
後期高齢者特定入院(入院８／日超)のカウントおよびカウント除外(一般病棟/一
般病棟以外)に対応できること。
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＇２４２（
入院期間に応じた入院料算定(加減算)に対応できること。
＇０７／日超えの選定療養対応含む（

＇２４３（

入院カレンダー上に０７／日超え・後期高齢者８／日超え期間を分かりやすく色分
け表示できること。
また、０７／日超え日・後期高齢者８／日超え日や通算対象入院料算定日数及び
入院日数＇引継ぎ履歴・最新履歴（を表示できること。

＇２４４（

同一日での転科･転室･転病棟が入力でき、かつ優先させる算定履歴の自動選択
が可能なこと。＇今回履歴優先（また、ベッドマスタ優先区分(８種類)の設定によ
り、入院料･室料を考慮した履歴選択が可能なこと。＇入院料･室料の高い方の選
択など（

＇２４５（ 退院登録時に期間外データの削除が行えること

＇２４６（ 転科時にも遡及処理によるデータ一括修正が可能なこと。

＇２４７（
入院基本診療データ(保険,外泊,欠食,特食,長期入院算定除外区分,選択食,特定
入院)の登録・修正・削除が可能なこと。＇入退院･転科･転室登録と同一画面（

＇２４８（
入院基本診療データの算定状況を、カレンダー形式にて０ヶ月０／日分表示可能
なこと。また、前月＋次月の指示により、過去あるいは未来(翌月)のカレンダー表
示も可能なこと。

＇２５／（
カレンダーマップ切替により、一般料金(ﾍﾞｯﾄﾞﾏｽﾀ設定 又は 画面入力)の日単位
での非算定入力と選定療養の対象．対象外入力が可能なこと。また、外泊時に
非算定にしたい一般料金項目の設定も可能なこと。

＇２５０（
入院基本診療データの登録・修正時には、それぞれの処理に応じた入力項目の
ウィンドウが表示できること。また、簡単な操作で履歴の削除．一括削除や項目
の修正が行えること。

＇２５１（
入院基本診療データの日付入力については、カレンダー日付のマウスクリック(単
一日) およびドラッグ(連続日)による入力が可能なこと。

＇２５２（

入院指定保険については、カレンダー上へのマウス位置付けにより、当該日付と
指定保険情報(法制ｺｰﾄﾞ･継続区分,減免ｺｰﾄﾞ,請求区分)を表示できること。また、
特定(任意)の保険指定時に法制(保険)コードを色分け表示するとともに、ユーザ
設定メッセージを警告表示できること。

＇２５３（
療養病棟における医療区分、ＡＤＬ区分の変更に伴う算定変更をマップ形式に入
力できること

＇２５４（ 外泊の場合、理由として「精神疾患治療目的」が入力できること。

＇２５５（
特食の場合、特食区分のほかに特食を算定する保険(自費含む)の指定が可能
なこと。

＇２５６（
鼻腔栄養(処置)については、特食区分＇鼻腔栄養食事不可．食事可．特食可（
の利用(選択入力)による特食入力が可能なこと。

＇２５７（
治療室単位のＩＣＵ算定については、特定入院区分のマップ入力だけでなくベッド
マスタからの設定も可能なこと。

＇２５８（ 特入外泊時の特入包括処理に対応できること。＇特定入院包括処理（

＇２６／（
栄養管理システムと接続し、患者属性情報を伝達することができること。
また、外泊,欠食,特食,選択食などの食事データの取り込みが行えること。
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入院請求書

＇２６０（
入院患者に対して、入院データ入力と入院基本登録で入力されたデータを基に、
診療費の計算を行い、患者請求書の発行が可能なこと。

＇２６１（
請求書発行時、自動もしくは指示により、負担なし/ありでの強制発行/未発行や
未処理扱いの選択が可能なこと。

＇２６２（

請求書発行時、自動もしくは指示により、保険組み合わせ別発行/保険まとめ発
行＋科別発行/併科まとめ発行＋全額未収扱い/全額入金扱い(過去分含める/含
めない)の選択が可能なこと。
・全額未収発行
・全額入金済み
・退院会計は入金済み、定期請求は未収発行

＇２６３（
請求済み期間(診療ﾃﾞｰﾀ保存期間分)の再計算が行えること。再計算後の患者請
求書は、自動もしくは指示により、差額分発行＋新規発行 および 調定発行かの
選択が可能なこと。

＇２６４（
即時処理の退院会計＋試算会計(未来日までの入院料･入院ﾃﾞｰﾀ計算を含む) お
よび 一括処理の定期請求の機能を有していること。

＇２６５（ 画面から支払い期日の変更が可能なこと。

＇２６６（
定期請求･月1回運用時、入院請求書を「月初～設定日(15日等)までの差額室料
のみ」と「前記以外分」とに分けて発行可能なこと。(差額室料のみの中間(分離)
請求対応（

退院会計

＇２６７（
退院会計では、請求書イメージと過去の未収金合計＋入院情報(入院開始日･科･
病棟･病室･ﾍﾞｯﾄﾞ№)＋前回請求額＋前回入金額＋今回請求額を表示できること。

＇２６８（
請求期間毎の請求履歴と保険を表示し、請求履歴の選択又は未請求分の既定
値選択により、請求明細表示エリアに請求書イメージを表示できること。

＇２７／（
請求期間の設定と表示は翌月末まで対応可能なこと。また、請求期間内での請
求締め日の入力による会計も可能なこと。

＇２７０（
退院会計での請求書イメージ表示については、明細行を０／行以上、料金明細内
訳項目(欄)を４／項目まで設定可能なこと。＇詳細は、次項｢収入金管理｣を参照（

＇２７１（
請求書コメント４個分の選択入力 および 請求書のコメントのフリー入力＇１／文字
以上（が可能なこと。また、請求書発行日を指定できること。

＇２７２（
再計算時に請求書フリーコメントの引き継ぎを行うか行わないかの設定が可能な
こと。

＇２７３（
請求書明細書が複数枚になる場合を考慮し、画面への枚数表示(1/2枚など)が
可能なこと。

＇２７４（
請求期間毎の発行と０枚にまとめて発行(同一月内請求期間併合)の選択 および
試算書の発行の選択が可能なこと。

＇２７５（ 退院請求書を発行する際のプリンタを指定することができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２７６（ 試算請求書発行時に、請求金額の修正が行えること。

＇２７７（
同月内での差額計算機能を有していること。＇請求済み期間内の未請求分を次
回請求に反映（この場合、同月内での複数入院履歴のまとめ計算も可能なこと。

定期請求

＇２７８（
定期請求では、請求期間の選択や請求書コメント４個分の選択入力が可能なこ
と。また、請求書発行日を指定できること。

＇２８／（
同月内の全請求期間の料金計算指示 および 退院登録済み患者の再計算を行
うか否かの選択が可能なこと。

＇２８０（

患者＋科＋病棟＋病室単位の請求書発行停止および限定発行機能を有している
こと。また、保険指定(減免保険)による発行停止および限定発行も可能なこと。何
れも複数指定(特に制限なし)が可能なこと。なお、患者指定については、患者番
号をテキストファイルから一括して取り込めること。

＇２８１（
上記処理では、病棟限定発行時に、特定患者の発行停止を行うなどの柔軟な運
用も可能なこと。

＇２８２（
患者単位に月０回の定期請求＇月１,２回の定期請求運用時（を行う運用も可能な
こと。＇患者基本情報への区分設定（

＇２８３（
仮実行＇料金ﾃﾞｰﾀ未作成（やリスタート処理＇前回中断患者の次患者から再開（
の機能を有していること。

＇２８４（
定期請求指示画面上に請求書発行情報＇請求書まとめ区分＋入金処理区分＋発
行･未発行区分＋再計算時発行区分（を表示できること。＇実行前にも変更可（

＇２８５（ 定期請求により発行された請求書の一括取り消し機能を有していること。

＇２８６（
定期請求の実行中に処理中の状況表示＇対象患者数＋処理患者数＋発行枚数＋
処理中患者番号･氏名を表示（が行えること。また、処理のキャンセル＇中断（も可
能なこと。

＇２８７（
処理実行後には、請求一覧表＇定期請求ﾌﾟﾙｰﾌﾘｽﾄ（の画面表示や帳表出力が
可能なこと。(整理番号)＋今回請求額＋前回請求額＋入金合計額などを有してい
ること。

＇２８８（

定期請求書の出力順として、以下の選択が可能なこと。
・患者番号順・科＋病棟＋病室＋(ﾍﾞｯﾄﾞ)＋患者番号順
・カナ氏名順・科＋病棟＋病室＋(ﾍﾞｯﾄﾞ)＋カナ氏名順
・病棟＋病室＋(ﾍﾞｯﾄﾞ)＋患者番号順・病棟＋病室＋(ﾍﾞｯﾄﾞ)＋科＋患者番号順

＇３／／（
同月内での差額計算機能を有していること。＇請求済み期間内の未請求分を次
回請求に反映（

退院証明書発行

＇３／０（ 退院日(期間)を指定し、該当患者の退院証明書を発行できること。

＇３／１（ 退院予定日と患者ＩＤを指定し、退院証明書を発行できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３／２（ 退院証明書については、ＣＳＶファイルやＥｘｃｅｌファイルとして抽出できること。

＇３／３（
患者基本情報、入院期間履歴、通算対象入院料算定日数、傷病名等の情報を
編集して出力することができること。

選定入力開始対象患者一覧

＇３／４（ 選定療養が指定範囲内(日付)から始まる患者の一覧を出力できること。

＇３／５（ 患者ＩＤ指定による出力も可能なこと。

＇３／６（ 選定入力開始対象患者一覧をＥｘｃｅｌファイルに出力できること。

入院処方一括出力

＇３／７（

入院前回処方情報の出力処理では、以下の機能を有していること。
・全病棟．病棟指定．患者番号指定の出力選択
・転出転入先分．最新履歴分の出力選択＇複数入院履歴保有時（
・処方ﾃﾞｰﾀの有無による出力．未出力の選択
・テスト患者分の出力．未出力の選択
・処理中の患者表示と件数表示
・処理中断機能

＇３／８（ 入院前回処方情報は外来基本カードとは別フォーマットにて出力できること。

7－収入金管理

料金サマリ

＇３０／（
窓口会計業務で算定された患者への請求金額を基に、入金．未収金の管理が
可能なこと。

＇３００（
未収情報は永久保存できること。また、一部入金の分納履歴は無制限に管理で
きること。

＇３０１（
患者請求書に対する、料金請求履歴(料金ｻﾏﾘ)照会＋入金･未収登録(全額/一
部)＋請求書(料金ﾃﾞｰﾀ)訂正＋再発行＋削除＋削除取消 および 請求書作成･発行
の機能を有していること。

＇３０２（ 請求書再発行の際に、振込み用紙も同時に発行することができること。

＇３０３（ 料金サマリ他の画面上で患者住所情報の参照ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３０４（

入外＋科まとめ/科別＋対象科＋抽出対象期間＋保険まとめ/保険別 等の抽出条
件により、対象患者の請求書を検索し、入力した条件により請求書を合算して出
力できること。また、以下の機能を有していること。
■発行日＋支払期限＋請求書コメント４個の入力
■患者番号の入力 又は テキストファイル読み込み
■請求書プルーフリスト＋エラーリストの出力とプレビュー
■出力対象外の科指定
■基本＋住所＋請求日＋処理日＋保険＋点数･金額＋未収＋明細情報等の出力

＇３０５（
入外別の支払い期日の設定 および 請求書単位の支払い期日の入力が可能な
こと。

＇３０６（

患者番号又は整理(請求書)番号の入力により、料金請求履歴を画面表示できる
こと。料金請求履歴は０履歴(０明細)単位に罫線を引き、見やすく表示できるこ
と。また、行単位のスクロール表示においても、上下に０履歴(０明細)単位でシフ
トできること。

＇３０７（
０画面にて０／履歴以上分を表示できること。また、履歴選択後、前記の各処理
＇入金･未収登録＋請求書訂正＋再発行＋削除＋削除取消（に遷移できること。

＇３０８（
履歴表示の対象を全期間分．当月分．前月分．前月以前分．前月以降分．
期間指定分など、自由に切り替えられること。また、未収分のみを表示対象にで
きること。

＇３１／（
入外＋科＋発行日＋診療日(期間)＋保険＋入金分/未収分/全件など、請求書内容
の指定による限定検索が可能なこと。

＇３１０（
検索された履歴の合計情報として、合計点数＋合計金額＋患者負担額＋減免額＋
消費税額＋請求額＋食事標準負担額を表示できること。

＇３１１（
請求履歴については、発行日．診療日．入金日．未収額順での並び替えが可
能なこと。また、各〄の表示順について、昇順．降順の切り替えが可能なこと。

＇３１２（

請求履歴情報として、整理(請求書)番号＋入外＋科＋発行日＋発行状況(通常/未
処理/未発行 等)＋診療日(期間)＋請求額＋入金額＋未収額＋未収理由＋入金日＋
入金時間＋入金区分＋保険＋請求書コメント(１個)＋請求書フリーコメント、請求先
住所、請求先名称を表示できること。

＇３１３（

入金･未収登録では、入金区分(現金,小切手,ｶｰﾄﾞ等)＋管理区分(市町村振り込み
等) および 未収区分(持ち合わせなし,患者不在等) の登録・管理が行えること。ま
た、未収区分については、会計・退院会計・定期請求など業務別の既定値設定
が可能なこと。

＇３１４（ 入金･未収登録を行わずに、未収区分のみを変更できること。

＇３１５（
分納入金時に領収書の発行が可能なこと。＇領収書番号の自動採番も可（また、
未収登録時に、未収となった請求書の発行状況を未処理にするか更新しないか
の選択が可能なこと。

＇３１６（ 期間指定を行い、期間内の未収履歴に対する処理を一括して行えること。

＇３１７（
患者単位に当日未処理分．全期間未処理分．全期間未収分の請求履歴を表
示し、一括もしくは個〄の請求履歴に対し、発行入金．未発行入金．発行未収
．未発行未収の処理が行えること。(請求書発行サマリからの入金登録)

＇３１８（
請求書発行サマリでの請求履歴については、発行日．診療日．入金日順での
並び替えが可能なこと。また、各〄の表示順について、昇順．降順の切り替えが
可能なこと。

＇３２／（
請求書発行サマリでは、入外別未収件数・金額 および 当日の未会計科を表示
できること。また、預り金の入力により、釣り銭表示が行えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３２０（
請求書履歴の中で期間を指定して、複数請求書情報を０枚にまとめて発行するこ
とができること。

＇３２１（
料金明細内訳欄＇初再診料,投薬料,注射料････等〄（は４／個まで設定できるこ
と。

＇３２２（

請求書イメージ明細行は、保険分/保険外分＋非課税分/課税分や減免額などを
考慮し、０／行分以上保有できること。
・保険点数
・金額
・保険外課税分
・減免保険外課税分
・内税額
・保険外点数
・保険適用分
・保険外非課税分
・減免保険外非課税分
・外税額等

＇３２３（
既存の請求書をコピーして、別請求書の新規作成・発行が行えること。＇診療行
為以外の請求書を含む（

＇３２４（
請求書コメント４個 および 減免コード＇法制ｺｰﾄﾞ（の選択入力・修正が可能なこ
と。また、請求書フリーコメント＇１／文字以上（の入力・修正が可能なこと。

＇３２５（
コメントメンテナンスにおいて作成した請求書コメントを出力できること。また、コメ
ントメンテナンスにおいて、請求書フリーコメントの修正・削除が可能なこと。

＇３２６（
請求期間、請求対象を絞って支払証明書を発行することができること。また、保
険診療分、保険外診療分、食事負担分別に内訳が表示でき、かつＥＸＣＥＬデー
タとして抽出できること。

締め処理

＇３２７（
締め日の設定が可能なこと。この場合、締め処理後の入金を翌日扱いにできるこ
と。

＇３２８（
当日の外来＋入院 および その他の請求書発行枚数＋請求額＋入金額(当日分･
以前分)の最新情報を随時照会できること。なお、当日のみでなく過去日について
も照会できること。

収入金管理帳表



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３３／（

以下に示す収入金管理帳表の作成が可能なこと。また、帳表作成時、入院分．
外来分の限定や対象年月日の範囲指定が可能なこと｡
・現金払込書
・項目別集計一覧
・削除請求一覧
・取り消し入金一覧表
・書損患者一覧表
・請求患者一覧表
・請求書一覧
・督促郵送リスト
・入金一覧
・入金患者一覧表
・入金明細リスト
・発行請求一覧
・返金一覧
・返金患者一覧表
・未収患者一覧表
・未収金一覧
・未収請求一覧
・未納整理簿

＇３３０（
収入金管理帳表については、すべて画面に出力帳表イメージを表示できること。
また、Ｅｘｃｅｌに落として二次加工が可能なこと。

＇３３１（
ＲＤＢ(データベース)の採用により、パソコンへの収入金管理(帳表)データの抽出
やパソコンでの収入金管理(帳表)データの編集･加工が容易に行えること｡＇院内
での処理を考慮し、市販ｿﾌﾄ[例]MS-Access,Excel等の活用が図れること（

＇３３２（
各種帳票については、請求書運用と領収書運用の場合とで、出力仕様の切替が
可能なこと。
請求書、領収書のフォーマットを別〄に指定することができること。

＇３３３（
督促状発行機能を有していること。＇郵便振込用紙・督促郵送ﾘｽﾄ出力（抽出条件
として、対象期間＋対象外患者＋法制(保険)ｺｰﾄﾞ＋科ｺｰﾄﾞ＋入外区分＋未収金額な
どを指定できること。

＇３３４（ 預かり金管理

＇３３５（ 患者からの預かり金の登録、修正等の管理ができること。

＇３３６（ 複数回に分けて預かった場合には、合計金額が表示されること。

＇３３７（ 近傍プリンタから預り証の発行ができること。

＇３３８（
控えとして預り証をあらかじめ指定した枚数＇複数枚（発行できること。2枚目以降
は、控えであることがわかるように特定の文字を出力できること。

8－外来診療予約

予約

＇３４／（
外来診療予約のスケジュール管理と予約の登録・修正・削除・照会が行えるこ
と。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３４０（ 基本スケジュールと月例スケジュールを登録して管理が可能であること。

＇３４１（
外来基本カードの一括発行や自動カルテ棚側へ出庫指示情報の伝達ができるこ
と。＇予約分一括処理（

＇３４２（
診療予約の場合には、「薬のみ」「検査のみ」等の区分に分けて登録することがで
きること。

＇３４３（
患者を指定しての予約票発行が可能であること。また地域連携用の予約票も発
行が可能なこと。

9－診療報酬請求業務

レセプト・会計カード作成

＇３４４（

患者登録業務で登録された基本＋保険＋病名 および 入退院･入院基本診療デー
タと窓口会計業務で入力された診療内容を編集して、診療報酬明細書(レセプト)
の作成が可能なこと。
支払基金、国保連へのオンライン請求用電子ファイルの作成にも対応しているこ
と。

＇３４５（
レセプト電算用電子ファイルを利用して、医科レセプトイメージ＇基金コード付加（
での内容確認ができること。＇患者指定含む（

＇３４６（
レセプト電算処理データの作成状況を全件表示や患者指定表示により確認でき
ること。 ＇提出先別・入外・科別件数表示や患者レセプト情報等（
また、レセプト電算処理データを直接修正できるパッチツールを提供できること。

＇３４７（ 院内チェック用の院外処方情報を含んだレセ電算ファイル を出力できること。

＇３４８（
紙提出、電子ファイル提出のレセプトを一覧の中で区別し管理することができるこ
と。

＇３５／（
レセプト電算処理では、患者氏名に外字が存在する場合、設定により全てカナ氏
名として出力することも可能なこと。＇外字変換行う．行わない（

＇３５０（
診療科記録の際に、月内最終診療科もしくは最も算定点数の高い診療科かを選
択可能であること。

＇３５１（
ＣＳＶレコード「カルテ番号等」エリアに、設定により患者番号＋表記科＋診療科＋
病棟コード＋ドクターコードの記録が可能であること。

＇３５２（ 症状詳記の内容を登録及びレセ電算請求に含めて提出することができること。

＇３５３（
症状詳記の登録時に入力を容易にするため、テンプレート、定型文の登録、過去
履歴からの引用ができること。

＇３５４（
一般＋労災(ｱﾌﾀｰｹｱﾚｾﾌﾟﾄ含む)＋生保＋公害＋自賠＋歯科のレセプトに対応でき
ること。＇自費レセプトの単独出力含む（
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＇３５５（ 自賠責レセプト(健保．労災準拠) については、専用紙出力に対応できること。

＇３５６（
自賠責レセプトの出力については、通院日のまる囲み＋診療期間の自動編集機
能＋および健保準拠･単独レセの複数月対応＇月またがり対応（機能を有している
こと。

＇３５７（
労災準拠自賠責の全額患者請求 および 併用自賠責(食事療養費等の患者請求
対応含む)への対応が可能なこと。＇自賠責０／割給付．／割給付（

＇３５８（
事前での一括編集処理を必要とせず、作成指示後に即座に出力を開始できるこ
と。また、複数端末・複数プリンタでの処理と出力が随時可能なこと。＇再出力含
む（

＇３６／（
レセプトはページプリンタによるカット紙出力 および ０号紙･続紙の連続出力が可
能なこと｡また、オーバレイ対応プリンタにより、白紙への出力が可能なこと。

＇３６０（
続紙は内訳欄が１連のタイプでの出力が可能であること。また、続紙のみ出力で
きる機能や０号紙のみ出力できる機能を有していること。

＇３６１（

端末画面での出力条件として、以下の設定と選択機能を有していること。
また、抽出条件により、当日(期間指定可)処理患者のレセプト処理が可能なこ
と。
・請求年月 ・医科．歯科・早期(退院日指定)．定期．全件
・ﾚｾﾌﾟﾄ．会計ｶｰﾄﾞ．ﾚｾﾌﾟﾄﾁｪｯｸ等・入院．外来　・患者指定．全体
・申請中の扱い(全て出力．申請中のみ出力．申請中以外出力)

＇３６２（

患者指定レセプト出力機能については、テキストファイルから０／＋／／／件以上の
複数患者を指定し、レセプトの一括発行が可能なこと。＇患者IDの手入力も同様（
また、テキストファイルから複数患者を指定し、レセプトの一括保留が可能なこ
と。この場合、一括保留された過去分レセプトを、当月分レセプトと同時に発行す
ることも可能なこと。＇過去分保留レセプト同時発行機能（

＇３６３（ 指定した日付＇期間（に診療が存在するレセプトの抽出が可能であること。

＇３６４（

出力選択機能として、以下の２パターンを指定できること。また、事前に用紙別・
科別．病棟別(入院)の対象レセプト件数を表示できること。
・用紙 ----複数．全件可
・レセプト科(入院時は病棟)　----複数．全件可
・用紙＋レセプト科(入院時は病棟)----複数．全件可
なお、入院レセプトについても科毎での出力指定が可能なこと。

＇３６５（
端末画面に出力処理中患者一覧と処理中件数を表示できること。また、入院の
場合も科名称(最終診療科)を表示できること。

＇３６６（
出力処理中患者一覧では、処理状態＋患者番号＋患者氏名＋主保点数＋科名
称＋ﾚｾﾌﾟﾄ様式番号および ｴﾗｰ情報を表示できること。

＇３６７（
処理中件数表示では、用紙名称＋ﾚｾﾌﾟﾄ科名称＋病棟名称＋対象件数＋処理件
数＋ｴﾗｰ件数および ﾜｰﾆﾝｸﾞ件数を表示できること。
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＇３６８（
処理中断 および 処理中断後の再開処理(中断患者又は中断患者の次患者から
処理開始)に対応できること。

＇３７／（

レセプト および 会計カードの出力順として、入外別に以下の項目を自由に組み
合わせできること。＇医保編綴順に準じた出力や国保編綴順の個別条件設定にも
柔軟に対応可（また、必要に応じ、用紙切り替えのためのテスト印刷メッセージを
表示できること。
・レセプト様式＇｢医保･本人･単独｣等（
・患者番号
・病棟
・カナ氏名
・科
・ドクターコード
・主保険
・年齢ソートフラグ
・保険者番号
・その他＇個別ｶｽﾀﾏｲｽﾞ条件設定９個別対応（
なお、年齢ソートフラグの指定により、後期高齢者・高齢受給者(それぞれ７割,６
割毎)・未就学児毎にまとめたソート処理に対応可能なこと。全体で最大１／項目
のキー指定を最大０／パターンまで登録可能なこと。＇ｿｰﾄ条件の切り替えが可
能（

＇３７０（
レセプト処理前後に、対象月＋入外＋様式別･科/病棟別合計件数の出力有無 お
よび ソート順(患者番号順/様式別出力順/ﾚｾﾌﾟﾄ出力順)を指定し、レセプト対象
患者一覧を作成できること。＇様式別出力順９様式＋保険者番号＋患者番号順（

＇３７１（
レセプト対象患者一覧では、点数(何万点以上(ﾚｾ処理後))＋まる長＋主保険(０／
個まで)などを指定し、対象患者を限定して出力できること。

＇３７２（
レセプト対象患者一覧には、様式＋患者番号＋患者氏名＋科名＋保険情報＋日数
情報＋合計点数情報＋高額療養費情報＋一部負担金情報などを出力･表示できる
こと。

＇３７３（
レセプト作成時に、レセプト作成リストやエラーリストの出力と画面表示が可能な
こと。

＇３７４（

レセプト作成．エラーリストには、ﾚｾﾌﾟﾄ様式(｢医保単独･本人･外来｣等)＋患者番
号＋患者氏名＋主保険点数＋科名＋実日数＋ｴﾗ-情報などを出力できること。入院
の場合、科名には最終診療科を出力できること。また、定期レセプト作成時には、
早期レセプト分に対する差し替え情報(差し替えｻｲﾝと前回№)を出力できること。

＇３７５（
指定した点数以上のレセプトについて、薬剤日計表電算レコード作成や、症状詳
記レコードの作成を行うことができること。

＇３７６（
院内チェック用レセプト＇ＣＳＶ（について、指定した点数以上の場合に薬剤日計表
電算レコードの作成ができること。

＇３７７（
カルテ２号紙(ｶﾙﾃ裏書きｲﾒｰｼﾞ９診療日単位に診療区分別の点数･金額情報を表
示)の発行が可能なこと。

＇３７８（
高額レセプト用の薬剤日計表の出力が可能なこと。対象月＋入外＋指定点数以
上 および 患者･保険の一括指定機能を有していること。また、画面に出力帳表イ
メージを表示できること。

＇３８／（
診療報酬保存月内の指定患者(複数可)のレセプトおよび会計カードを容易に出
力することができること。
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＇３８０（
レセプト欄外情報として、様式内連番とは別に科別連番・全体ページ数の出力が
可能なこと。また、科名称＋病棟＋ドクターおよび患者基本情報のＶＩＰサインと法
人区分を出力できること。

＇３８１（

以下に示すレセプトメッセージの出力が可能なこと。
・算定科．算定日(初診等)
・初回算定日
・診療日
・前回算定日(前回がない場合､｢初回｣表示)
・一部負担金他科徴収済み(算定科表示可)
・同日受診
・他保険受診．保険切り替え
・退院時投与(日数表示)(重複投与期間考慮)
・端数切り上げ時の残余破棄ﾒｯｾｰｼﾞ
・｢判断料は別にて算定｣ﾒｯｾｰｼﾞ(入外/他科/他保険)
・処方料,処方箋料と実日数比較ﾒｯｾｰｼﾞ
・処方箋料への｢後発医薬品含む｣．｢外来内服薬逓減｣ﾒｯｾｰｼﾞ
・後期高齢者特定入院算定除外ｺﾒﾝﾄ(｢特外｣ﾒｯｾｰｼﾞ)
・選定療養算定/算定除外ｺﾒﾝﾄ(｢選｣/｢選外｣ﾒｯｾｰｼﾞ)
・6歳未満自己血輸血の体重ｺﾒﾝﾄ出力
・ﾚｾﾌﾟﾄ主病名への(主)表示
・｢15歳未満｣等〄､各種年齢区分表示
・ﾘﾊﾋﾞﾘの単位数,実日数表示
・｢70/100｣等〄､各種逓減表示
また、レセプト内訳欄(摘要欄)に出力するカナ文字については、半角又は全角か
の選択が可能な
こと。＇摘要欄の点数×回数および摘要欄にあふれた病名の番号･( )･開始日は
半角出力（

＇３８２（
一括出力中のロック患者に対してアラームメッセージを出力することが可能なこ
と。

＇３８３（

チェック用として院外処方内容の出力が可能なこと。
院外処方内容の出力方法として以下の機能を有していること。
・院外処方薬合計点数が指定点数以上のレセプトのみ出力対象とするか否かの
選択機能
・／点表示．点数表示の選択機能
・通常出力．続紙へ出力の選択機能
会計カードでは、上記院外処方含む／点項目の出力機能や入院主治医･診療科
情報のマップ表示機能を有していること。また、レセプトチェックシステム導入時に
は、会計カード上の内訳欄にレセプトチェック情報を出力できること。＇標準形式
ﾁｪｯｸ．使用量･回数等限界ﾁｪｯｸ．診療･病名等関連ﾁｪｯｸﾒｯｾｰｼﾞの出力（

＇３８４（
医保(社保)系および国保系(退職者含む)レセプトのＯＣＲエリアへの出力に対応
していること。

＇３８５（
レセプトの病名開始日(保険開始日より古い場合)を保険開始日に置き換えて出
力できること。また、労災レセプトにおいても、保険詳細情報の傷病年月日が未
登録の場合、同様の処理が行えること。

＇３８６（
生保単独＋感予＊生保＋精神＊生保レセプトの集約処理＇保険まとめ処理９単独
のみ集約．単独･併用それぞれ集約．全て集約 等（が可能なこと｡

＇３８７（
自立支援法単独、生保単独それぞれの診療がある場合に、０枚にまとめて出力
されること。

＇３８８（
運用選択(設定)により、同月内に複数の入院履歴があり、それらが引継がない関
係の場合、レセプト定形欄の入院年月日に古い入院履歴の入院日を出力する
か、最新の入院年月日を出力するかを選択できること。

＇４／／（
早期レセプト作成後、病名情報を更新した場合(病名オーダ含む)には、その病名
に該当する定期レセプトのみの出力が可能なこと。
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＇４／０（
マップ形式で入力した患者の疾患、状態等＇療養病棟（を日付順にコメント出力
＇記録（ができること。

＇４／１（
一括で診療データ、一部負担金データを再計算後、引き続きレセプトデータの作
成ができること。

レセリンク

＇４／２（
レセプト編集情報をもとに、画面上へのレセプトイメージ表示が可能なこと。
＇医科の医保･国保･公費・ＤＰＣ等、労災・自賠責を含む全様式ﾚｾﾌﾟﾄ（

＇４／３（
健保準拠(単独)自賠責レセプトの複数月対応分についてもレセプトイメージ表示
が可能なこと。

＇４／４（
レセプトイメージ表示では、複数患者を指定し、複数様式分を順次画面表示でき
ること。

＇４／５（
レセプトイメージ表示画面から、修正画面(基本･保険登録,病名登録,入院基本登
録,会計ｶｰﾄﾞ＋症状詳記)との連携処理ができること。

＇４／６（ レセプトイメージ表示と合わせて、レセプトチェック結果の表示が行えること。

＇４／７（
レセプトチェックに使用する標準的なマスタを提供することができること。
また、マスタ項目については、ユーザで独自に変更、追加が容易に行えること。

＇４／８（
基金コードを元にしたマスタにより、診療データ＋病名データの入力誤りや入力漏
れによるレセプト記載内容の誤りを事前にチェックし、警告・エラーリストの出力と
画面表示を行うことができること。

＇４０／（
医事係から医師への点検依頼を登録して、依頼内容をメモとして画面上登録する
ことができること。

＇４００（ レセプト単位の点検ステータスの登録が可能で進捗の管理ができること。

＇４０１（
未点検のレセプト、依頼したレセプト一覧等の条件による絞込み表示が容易に行
えること。

オンライン請求管理

＇４０２（
オンライン請求の場合に返却される電子ファイル情報を利用して、個〄レセプトの
請求状態管理機能を有していること。

＇４０３（
オンライン請求において、増減点連絡書情報から査定項目一覧作成や査定率計
算ができること。

＇４０４（ 返戻分電子ファイルの内容をレセプトイメージで確認することができること。

＇４０５（
電子ファイルで返戻されたレセプト情報を電子ファイルで修正して再請求できるこ
と。
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総括表作成

＇４０６（

レセプト作成データを基に、以下に示す総括表と診療報酬請求書(汎用紙)の作成
が可能なこと。また、画面に出力帳表イメージを表示できること。
・医保診療報酬請求書
・国保総括表
・医療費助成制度請求書
・国保診療報酬請求書
・諸法請求書
・高額医療対象患者リスト

＇４０７（
総括表作成処理においても、業務全般で記述している｢患者ロック処理｣の有無を
設定できること。

＇４０８（ 医保請求書では、別掲させたい法制コードの指定が行えること。

＇４１／（ 国保請求書では、科別で出力したい保険者番号の指定が行えること。

＇４１０（
入外別や社保・国保別のデータ取り込みも可能なこと。＇ひと月に複数回､実施
可（

＇４１１（
レセプト作成データから総括表データに変換処理している割合をゲージ表示でき
ること。

＇４１２（ 総括表データへの変換処理を、レセプト業務同様、複数端末で行えること。

＇４１３（
提出用の総括表・診療報酬請求書(専用様式)の作成が可能なパッケージを有し
ていること。

＇４１４（
保険請求債権管理システムを導入する場合、レセプト(総括表)処理から直接債権
ＤＢへの登録が可能なこと。また、請求年月・医科・入外別に債権ＤＢの削除が可
能なこと。

＇４１５（
保険請求債権管理システムを導入する場合、債権レコード(債権ＤＢ)作成時に、
申請中公費については、保留登録を自動で行うことができること。

＇４１６（
レセプトの請求＋保留＋査定＋返戻＋過誤＋調整＋再請求のデータ管理と、それら
を反映させた各種債権管理帳表(各種整理簿･台帳)の作成が可能なこと。

＇４１７（
患者毎に対象年月＋入外＋科による債権レコード(サマリ)の限定表示が可能なこ
と。

＇４１８（ 患者毎の債権レコード＇サマリ（の表示順を変更できること。

＇４２／（
保留･返戻されたデータ等について、債権レコード毎に理由の詳細情報をコメント
登録できること。＇500文字まで（

＇４２０（
診療実日数＋点数＋一部負担金＋高額療養費＋請求金額＋食事日数＋食事療養
費＋薬剤/食事負担金のほか、請求内訳情報として診療区分単位(基本診療,投
薬,注射,処置……等〄)までのデータ管理が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４２１（
ＤＰＣ対象病院になった場合は、出来高入院料と診断群分類点数表に基づく点数
の明細を分けて表示することができること。

＇４２２（
テキストファイルから複数患者を指定し、債権保留患者の一括登録が行えるこ
と。

＇４２３（
サーバ側のデータベースを直接処理できること。＇ﾊﾟｿｺﾝ側への取り込み処理は
不要（また、債権ＤＢ確定処理において、請求年月(請求書提出月)として、診療月
の翌月．診療月．診療月の翌〄月 の選択(設定)が可能なこと。

＇４２４（ 提出用の総括表・診療報酬請求書(専用様式)の作成が可能なこと。

＇４２５（
医保．国保診療報酬請求書(専用様式)の出力については、ＭＳ，Ｅｘｃｅｌシート
からの出力機能を有していること。＇医療費助成制度請求書,諸法請求書,高額医
療対象患者ﾘｽﾄを含む（

＇４２６（

以下に示す各種債権管理帳表については、すべて画面に出力帳表イメージを表
示できること。
・請求済みデータプルーフリスト
・保留額内訳書
・請求データプルーフリスト
・保留,過誤、返戻レセプト一覧
・保険請求額,再請求額内訳書

＇４２７（

以下に示す債権管理帳表が出力できること。
・債権管理簿
・未請求整理簿
・返戻整理簿
・過誤返戻整理簿
・審査増減整理簿
・過誤増減整理簿
・自己負担金徴収依頼書
・保険請求一覧
・保険請求集計表
・債権プループリスト

＇４２８（
レセプト電算処理から債権データを作成し、総括表の出力が行えること。＇保留対
応も可（総括表の出力では、当月診療分(月遅れ請求分含む)と返戻再請求分に
分けて出力できること。

10－統計

標準統計帳票

＇４３／（
医事統計帳表一覧に示す、医事統計帳表の作成が可能なこと。
また、画面に出力帳表イメージを表示およびＣＳＶデータとしてExcel出力ができる
こと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４３０（

医事統計帳表一覧
＜患者数統計＞
・科別外来患者数及びその実患者数
・科別入院患者数及びその実患者数
・病棟別入院患者数
・保険別外来患者数
・保険別入院患者数
・年齢別性別患者数
・地域別患者数
・病棟別科別入院患者数
・病棟別年齢別患者数
・科別地域別患者数
・ドクター別患者数
・紹介率分析表
・病棟別病床利用状況
・病室別病床利用状況

＇４３１（

＜診療行為件数．使用量統計＞
・検査業務内訳表
・放射線業務内訳表
・フィルム使用量統計
・薬剤使用量統計＇金額順（
・薬剤使用量統計＇名称順（
・文書料等内訳表
・医学管理件数統計
・医事コード別統計
・材料使用量統計

＇４３２（

＜診療費統計＞
・負担別診療稼働額統計
・科別診療稼働額統計
・診療区分別診療稼働額統計
・ドクター別診療稼働額統計
・病棟別診療稼働額統計
・病棟別科別診療稼働額統計
・ドクター別稼働額一覧

＇４３３（
＜その他一覧表＞
・指定保険受診患者一覧表
・診療･病名データ検索リスト

＇４３４（

基本的には以下に示す集計処理が可能なこと。
■日次での集計＇年月日指定（             　････  日報
■同月内での期間指定＇1010→1020等（　    ････  期間報(複数日)
■月次での集計＇年月指定（　             　････  月報
■年次での集計＇0304→0309 等（         　････  年報．期間報(複数月)



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４３５（
月次集計については、日次抽出ファイルの集計を実施する か、又は指定月内の
データすべての再抽出･集計を実施する かの選択が可能なこと。

＇４３６（
年次集計については、上記１通りの月次抽出･集計ファイルのどちらから集計を
実施するかの選択が可能なこと。

＇４３７（
統計ＤＢの抽出済み状況の確認が行えること。＇ひと月分ｶﾚﾝﾀﾞｰ上への日次抽
出分の確認 等（また、抽出済みＤＢの削除も容易に行えること。

＇４３８（
病棟別入院患者数統計 および 病棟別科別入院患者数統計では、「転棟・転室
等」の患者数の計上方法をマスタ設定により容易に変更できること。＇詳細は別
途（

＇４４／（
地域別患者数統計 および 科別地域別患者数統計では、全県対象(県別集計)
か又は 県コード指定(地域別集計) かの選択が可能なこと。

＇４４０（
入院の患者数統計と稼働額統計において、会計や入退院登録で入力されたドク
ターに振り分けるか、主治医オーダで入力されたドクターに振り分ける かの運用
選択(設定)が可能なこと。

＇４４１（
薬剤使用量統計では、院内処方データと院外処方データを分けて出力できるこ
と。

＇４４２（

医事コード別統計では、下記に示す集計項目の選択 および 対象とする医事コー
ドの全件指定．範囲指定．個別指定(複数)の選択が可能なこと。
・外来集計．入院集計．外来･入院･合計集計  の選択
・全科集計．科別集計．指定科分集計　の選択

＇４４３（

その他抽出･集計条件として、全患者対象 か又は 患者(範囲)指定 かの選択が
可能なこと。また、入院中外来の扱い(外来/入院)＋住所区分の扱い(現住所/勤
務先 等)＋請求なしの扱い(ｶｳﾝﾄする/しない)＋初診扱い再診のｶｳﾝﾄ方法(初診/
再診)＋ﾃｽﾄ患者の扱い(含める/含めない)＋年齢算定基準日などについての設定
も可能なこと。

＇４４４（

診療・病名データ検索リストでは、対象年月＋診療日(期間)＋入外区分＋診療科＋
適用保険＋診療コード(複数)および病名コード(複数)を検索条件にして、指定診療
データ・病名保有患者一覧を表示できること。＇検索条件は診療ﾃﾞｰﾀ検索時に使
用（また、病名については漢字名称からの検索機能を有していること。＇文字列検
索９“心不全”を“不全”で検索 等（

＇４４５（
診療・病名データ検索リストでは、患者番号 および 生年月日の範囲指定や、診
療データのみ検索．病名のみ検索．診療データ･病名とも検索 かの選択が可能
なこと。＇EXCEL出力可能（

＇４４６（

その他、以下に示す平均在院日数統計帳表の作成が可能なこと。また、画面に
出力帳表イメージを表示できること。
・病棟別入院患者情報
・病棟別患者一覧
・平均在院日数調(年次)
・病院全体の平均在院日数調
・入院患者入退棟状況調査表

＇４４７（
ＲＤＢ(データベース)の採用により、パソコンへの統計データの抽出やパソコンで
の統計データの編集･加工が容易なこと。＇標準統計帳表のAccess＋Excel形式
ﾌｧｲﾙ出力機能の提供（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４４８（ 点数マスタ上に設定してある統計区分を、病院毎に設定し活用できること。

＇４５／（
診療情報統計処理(各種患者一覧表の作成も可)のためのデータ抽出ツールを提
供できること。

＇４５０（

療養等包括病棟について、包括項目の出来高シミュレーション機能の提供が可
能なこと。＇通常どおりの点数計算との対比（
・療養病棟稼働額９シミュレーション前
・一般病棟稼働額９シミュレーション後

＇４５１（

以下の外来患者一覧帳表が出力可能であること。
　・受付患者一覧(科別・医師別)(受付順・患者ID順)
　・未会計患者一覧(科別)(受付順・患者ID順)
　・予約患者一覧(科別・医師別)

＇４５２（

以下の入院患者一覧帳表が出力可能であること。
 ・入退院患者一覧
 ・再入院患者一覧
 ・平均在院日数除外患者一覧
 ・継続入院患者一覧
 ・入院日数別(日数指定可)入院患者一覧
 ・入院患者一覧(主治医別)〈随時〉

＇４５３（

以下の診療費関係帳表を出力できること。
  ・入院診療点数(疾病分類別)(基本ABCD分類)
  ・入院診療点数(病床種別・科別)(基本ABCD分類)
  ・入院診療点数(病棟)(基本ABCD分類)
  ・診療点数(入外別・科別)(基本ABCD分類)
  ・診療点数(保険別)
  ・社保・国保等保険診療の診療点数と診療金額、実績金額、食事療養費、消費
税
  ・自費診療の負担割合別診療点数と診療金額、実績金額、食事療養費、消費
税
  ・労災保険の診療点数と診療金額、実績金額、食事療養費、消費税
  ・入院実績(医師別・疾病分類別)(基本ABCD分類)
  ・入院実績(医師別・疾病分類別)
  ・外来実績(医師別)(基本ABCD分類)
  ・外来実績(医師別)
　・診療費集計表＇全体稼働額（
　・診療費点数比較＇統計⇔レセ⇔窓口（
　・診療費金額比較＇統計⇔レセ⇔窓口（
　・病棟別行為別入院診療費
　・医師別行為別外来診療額、医師別行為別入院診療費
　・科別行為別外来診療額、科別行為別入院診療額
　・保険別行為別外来診療費、保険別行為別入院診療費

＇４５４（
以下の診療行為件数・点数帳表を出力できること。
  ・診療区分別一覧表
  ・科別医師別投薬料逓減患者リスト(正規点数・逓減後点数)



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４５５（

以下の患者数統計帳表が出力できること。＇日報、月報、年報（
  ・入院患者数(科別・病棟別)
  ・入院患者数(医師別・病棟別)
  ・入院患者数(地域別・年齢別)
  ・入院患者数(保険公費別・病棟別)
  ・入院患者数(疾病分類別・病棟別)
  ・入院患者数(病棟別・地域別・年齢別)
  ・入院患者数(科別・地域別・年齢別)
  ・外来患者数(科別・地域別・年齢別)
  ・新患・初診・再診患者数(科別・医師別・疾病分類別)
  ・医師別紹介患者数、医師別逆紹介患者数
　・科別外来患者数
　・科別入院患者数
　・患者日報
　・入院患者数＇疾病分類別、病棟別（

＇４５６（

以下の患者一覧帳表が出力できること。
  ・新患登録患者一覧(患者番号順・氏名順・地域順)＜随時＞
  ・最終来院日患者一覧(患者番号順)＜随時＞
  ・保険公費有効期限切れ患者一覧(患者番号順)＜随時＞
  ・保険公費有効期限切れ入院患者一覧(病棟順)＜随時＞
  ・厚生労働省第二共済組合診療部該当患者一覧表＜随時＞
  ・指定診療行為使用患者一覧＜随時＞
  ・指定保険公費使用患者一覧＜随時＞
  ・指定病名患者一覧＜随時＞
  ・月間に2保険以上使用した患者の一覧＜随時＞
  ・コメント欄に指定した文字列を含む患者一覧く随時〉
  ・難病患者一覧(入外別)
  ・後期高齢者特定入院基本料対象患者一覧
  ・選定療養対象患者一覧
　・難病患者一覧

＇４５７（

以下の薬品消費統計帳表が出力できること。
  ・使用高一覧＇月報・年報（
  ・有料個室使用状況、有料個室使用患者一覧
  ・重症者室使用状況、重症者室使用患者一覧

＇４５８（

以下の収入金日報が出力できること。
  ・担当者別収入金日計表
  ・担当者別日計表入金リスト
  ・保険別収入金日計表
　・保険別日計表入金リスト

その他のデータ抽出、集計業務

＇４６／（

以下のデータ検索ができ、出力できること。
  ・新患番号採番
  ・レセ特記事項
  ・７０の６４歳検索
  ・７０の６４歳検索＇来院日指定なし（
  ・福祉公費患者来院日一覧
  ・病名別来院患者数集計
　・ユーザーコード最終番号
　・保険者番号リスト＇当月診療のあった保険者（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事会計システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４６０（

＜収入一覧表＞日報
  ・請求一覧表
  ・入金一覧表
  ・未収一覧表
  ・削除一覧表

＇４６１（

＜次に示す患者抽出＞
  ・薬剤、処置、管理料等コードによる投患者一覧＇日、月、年別（
  ・病名またはその病名を含む患者一覧＇日、月、年別（

ＤＰＣ対応機能

ＤＰＣ(調査協力)病院として求められている、患者調査票＇様式０（・Ｅファイル・Ｆ
ファイル等を作成できること。将来の要求の変化にも対応できること。

レセ電ファイルからＥファイル・Ｆファイルのダウンロードができること。

ＤＰＣによる診療報酬請求に対応し、ＤＰＣレセプトの作成、点検、総括表、集計、
債権管理ができること。

DPCレセプトの出来高部分についてチェックができること。

DPCレセプトについて電子請求できること。(将来対応（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事システム　データ移行項目
回答 備考欄

０－データ移行項目 ０－データ

患者基本情報
 ＇０（ 患者番号

＇１（ 性別

＇２（ 生年月日

＇３（ カナ氏名

＇４（ 漢字氏名

＇５（ 第１氏名

患者保険情報 ＇６（ 法制コード

＇７（ 継続区分

＇８（ 開始日

＇０／（ 終了日

＇００（ 保険者番号

＇０１（ 本人家族区分

＇０２（ 記号・番号

＇０３（ 前回保険確認日

＇０４（ 資格取得日

患者保険情報＇労災（ ＇０５（ 労働保険番号＇短期（

＇０６（ 療養年月日

＇０７（ 事業場所在地

患者住所情報 ＇０８（ 電話番号

＇１／（ 住所区分

＇１０（ 住所情報

患者病名 ＇１１（ 入外区分

＇１２（ 科コード

＇１３（ 病名コード

＇１４（ 開始日

＇１５（ 終了日

＇１６（ 主病名サイン

＇１７（ ＩＣＤコード

外来受診情報 ＇１８（ 科コード

＇２／（ 受診日

入院履歴情報 ＇２０（ 科コード

＇２１（ 医科歯科区分

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事システム　データ移行項目
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２２（ 入院日

＇２３（ 病棟コード

＇２４（ 病室コード

＇２５（ ベッドコード

＇２６（ 退院日

＇２７（ 転入日

＇２８（ 転出日

受付情報 ＇３／（ 受付科コード

＇３０（ 会計済サイン

＇３１（ 受診日

＇３２（ 受付時間

＇３３（ 受付番号

診療情報＇会計情報（ ＇３４（ 診療情報＇会計情報（ ※本稼働月以前０１か月分

算定情報 ＇３５（ 初回算定日

＇３６（ 前回算定日

患者請求情報 ＇３７（ 保険点数情報

＇３８（ 患者負担額情報

＇４／（ 食事療養費

＇４０（ 一般料金

＇４１（ 室料差額

＇４２（ 未収金情報

入金情報 ＇４３（ 入金日

＇４４（ 入金額

債権情報 ＇４５（ 保険者番号

＇４６（ 請求年月

＇４７（ 実日数０

＇４８（ 点数０

＇５／（ 負担金０

＇５０（ 食事日数０

＇５１（ 食事療養０

＇５２（ 標準負担額０

＇５３（ 高額療養費０

＇５４（ 診療分請求金額０



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事システム　データ移行項目
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５５（ 食事分請求金額０

＇５６（ 請求金額０

生保管理情報 ＇５７（ 診療年月

＇５８（ 入外区分

＇６／（ 負担者番号

＇６０（ 受給者番号

＇６１（ 交付番号

DPC診療録情報 ＇６２（ DPC診療録情報

DPC傷病名情報 ＇６３（ DPC傷病名情報

DPC請求情報 ＇６４（ DPC請求情報

2－マスタ

＇０（ 点数マスタ


＇１（ 点数マスタ管理

＇２（ 保険マスタ


＇３（ 保険者マスタ

＇４（ 保険組合せパターンマスタ

＇５（ ベットマスタ

＇６（ 住所マスタ

＇７（ 病名マスタ


＇８（ 職員マスタ

＇０／（ 入力区分マスタ

＇００（ 診療料金マスタ

＇０１（ 料金区分マスタ

＇０２（ 単位マスタ

＇０３（ 科コードマスタ

＇０４（ 減免パターンマスタ

＇０５（ メッセージマスタ

＇０６（ 部署マスタ

＇０７（ クライアント環境マスタ

＇０８（ サーバ環境マスタ

＇１／（ インストールマスタ

＇１０（ 歳入科目マスタ

＇１１（ 使用業務マスタ



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

医事システム　データ移行項目
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１２（ 診断群分類表マスタ＇DPC)

＇１３（ Kコードマスタ＇DPC（

＇１４（ DPC病名マスタ

＇１５（ 伝票マスタ

＇１６（ 略称マスタ

＇１７（ レセプト関係インストールマスタ

＇１８（ 様式マスタ

＇２／（ レセ電算マスタ

＇２０（ 帳表情報マスタ



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

０－ＤＰＣ機能 ０－基本機能

運用管理

和暦．西暦年の選択利用ができること。＇判定年の設定含む（

ログインするＩＤ・パスワードは、医事システム・電子カルテに登録されているＩＤ・
パスワードを使用し、DPCコーディングシステムで別に登録する必要がないこ
と。

職員マスタは医事システム、電子カルテシステムどちらを使用するかを選択で
きること。

複数端末による同一患者の同時データ更新を防止できること。＇患者ロック処
理（

職制ごとの登録状況に関する進捗管理設定ができること。＇この患者は医事課
まで登録済or医師まで登録済などが把握可能（

診療報酬改定時は、改定前の情報を改定施行後であっても参照．登録ができ
ること。

入院患者一覧

ログインＩＤ及び端末により、一覧表示の条件既定値を設定できること。

指定した対象年月に医事会計システムで入院登録されている患者の一覧を表
示できること。

ＤＰＣ．様式1の入力有無、ＤＰＣ．様式1の承認有無等で患者を限定して一覧
表示できること。

一覧表示した患者件数を表示できること。

直近の更新患者を色を分けて表示できること。○日以内で更新した患者を表示
する場合、遡り日数をマスタ設定できること。

複数入院がある患者に対し、入院歴ごとに表示または患者ごとに表示を選択で
きること。

患者一覧に表示しない科、病棟を設定できること。

対象年月に「入院開始患者」「退院患者」「入院中患者」「包括開始患者」「１ＳＤ
超患者」「ＤＰＣ」「ＤＰＣ対象外」の絞込みができること。

主治医・決定責任者・科・病棟指定により対象患者の抽出ができること。

一覧画面で転科、転棟、ＤＲ変更があった患者が区別できること。また、転科、
転棟、ＤＲ変更の詳細な履歴が確認できること

ＤＰＣ．様式1＇子様式も含む（登録の進捗状況を把握できること。＇未登録・入
力中・承認済（

入院患者一覧に表示した患者のDPC．様式1確認票を一括出力できること。

患者ごとに登録されているコメントの有無で一覧表示できること。またコメント内
容が確認できること。

入院患者一覧で、項目ごとに並び替えができること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

入院患者一覧で該当月に提出が必要な親様式０、子様式０、Ａ様式０が一目で
判別できること。

入院患者一覧で表示している内容をテキスト出力できること。

入院履歴

DPC．様式1の入力有無及び承認有無を把握できること。

DPC．様式1の新規．修正登録及び削除を実行できること。ただし、承認済み
のDPC．様式1については新規登録及び削除のいずれも実行できず、修正を
行う場合には翌月分データとして新規にDPC情報を作成すること。

選択した患者のDPCの過去情報を参照できること。また、それを流用して、DPC
情報．様式０情報を登録できること。(DO機能（

ＤＰＣ入院履歴が医事システムの入院履歴と異なる場合、リアルタイムに警告
表示ができること。

指定日以降の入院履歴に対してのみＤＰＣ・様式０登録が行なえる入力期間制
限設定が行えること。

入院予定段階でのDPC登録が可能であること。

患者ごとにDPC/様式０の登録情報を確認票出力ができること。

ＤＰＣ情報登録

診断郡分類番号を決定するために必要な情報を登録できること。

ＤＰＣ登録画面上では、前回入院歴と前回ＤＰＣ情報歴の確認ができること。

医療事務システムで、登録されている手術、処置情報、傷病名情報をコーディ
ング時に実績情報として自動取込できること。

病名は、医事システムに登録されている内容をリアルタイムに表示し、その中
から選択してＤＰＣ病名として登録ができること。

ＤＰＣ病名登録は、医事システに登録されている病名のみを使用して決定でき
ること。この場合、ＤＰＣシステムの病名マスタ検索機能は使用できいようにでき
ること。

手術・処置・傷病名それぞれの最終更新者を表示できること。

傷病名の開始日、終了日、転帰を医事システム、電子カルテのどちらからでも
取得できること。

決定傷病名の選択により、樹形図で定義されている手術・処置情報を一覧表示
して予定入力ができること。

診断群分類候補一覧の表示順は、概算点数順、樹形図優先順のいづれかを
切り替え表示することができること。

登録された診断群分類情報は、リアルタイムに医療事務システムへ登録される
こと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

病名検索では、漢字名称、カナ名称、ＩＣＤコード、ＭＤＣ＊分類コードでの検索
が可能であること。また、前方一致、後方一致のワイルドカード検索ができるこ
と。検索した病名に尾部、頭部を付けて登録できること。

病名検索画面において様式調査における留意すべきＩＣＤと指定されている病
名は背景色を変えて表示できること。

患者病名の一覧表示の際は、入外区分、主病サイン、科コード、開始日、終了
日、病名をソートキーとして設定できること。

病名マスタには、検索文字列を任意に設定することができること。

手術検索、手術処置検索では、漢字名称、カナ名称、Ｋコードでの検索が可能
であること。

患者毎に過去の入院期間のDPC情報が参照、流用できること。

手術・処置・病名・診療実績・診療予定の入力により、樹形図の形態でDPCの
候補一覧を表示できること。

患者病名については、外来病名を含むｏｒ含まないを選択表示できること。

出来高手術として指定されているものを入力した場合に、アラームメッセージ表
示と共に出来高区分を自動設定できること。

決定傷病名を選択した時点で、選択可能な手術、処置、副傷病名が明確に分
かるように表示できること。

候補となる診断群分類番号について、試算日＇退院予定日（までの概算点数を
表示できること。

候補となる診断群分類番号において、入院期間の残日数＇入院期間Ⅰの残日
数、Ⅱの残日数（と当日の入院期間区分、起算日からの入院日数が確認できる
こと。

シミュレーションで得られた候補一覧を保存できること。更に継続して別の条件
でシミュレーションを行い候補の抽出ができること。

診断群分類候補の詳細内容をテキストにコピーして他業務への貼り付けなどが
できること。

DPC決定傷病名、副傷病名、手術、手術処置は、承認内容を元に使用頻度の
高い最新の20項目が、医師、病棟、科ごとに表示され、それぞれ流用できるこ
と。
DPC登録時に「不適当なＩＣＤ」「使用不可ＩＣＤ」「桁不足ＩＣＤ」に該当する傷病名
が登録されていれば、マスタ設定により警告、アラームいずれかのチェック設定
ができること。

アラームチェックのＩＣＤコード設定時は、ワイルドカード設定も可能であること。

マスタ設定により入院目的の既定値設定が可能なこと。

ＤＰＣ情報登録画面起動時に医事システムに登録されている診療情報よりリハ
ビリの有無を自動判別できること。

診断群分類番号によって、必須項目＇JCS、BurnIndex、リハビリ等（がある場
合、アラームメッセージにて未入力を知らせること。

２日以内再入院の場合、前回入院時のDPC情報を引継ぐことができること。ま
た、引継ぎ解除、解除後の引継ぎもスムーズに対応できること。

入院期間中に包括から出来高になる場合、また出来高から包括になる場合も、
日付設定を行うことでデータ作成ができること。

副傷病名の検索時に、手術の有無で異なる病名が区別されて表示されること。
また、「手術あり」「手術なし」「共通」それぞれで病名検索ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

副傷病名は、「疑い」病名が登録できないこと。

手術の「回数」「麻酔」をマスタ設定により必須項目にできること。

承認機能

DPCデータ登録後の承認機能を有すること。承認機能については、承認解除を
行うまではデータの更新ができないようにすること。承認、解除機能について
は、職制により使用限定ができること。

当月末承認のデータで、且つDPCの変更がない場合一括して承認できる機能
を有すること。

承認画面で必須項目については、各項目の色指定を行い、色分けして表示し
明確に区別ができること。

１ＳＤ期間を超えて入院している患者＇１ＳＤ超えて退院患者含む（は、出来高用
ＤＰＣレコードを自動作成できること。その際の退院時転帰は、包括レコードに
は「８９その他」を、出来高レコードには退院時転帰を自動設定できること。

入力項目＇一般病棟以外からの移動、一般病棟以外へのの移動、予定・緊急
入院区分、入院目的　等（に対して診療科別に既定値設定が行えること。

ＤＰＣ承認画面上で前回入院歴と前回ＤＰＣ情報歴の確認ができること。

承認登録後、様式０入力へ画面遷移し一連の動作でＤＰＣ情報、様式０情報の
登録ができること。

必須入力が未入力の場合、承認が行えないこと。必須項目未入力の場合は、
登録までは可能なこと。

レセプトに必要な病名を追加登録可能なこと。「主病」「入院契機」「医療資源１
番目」「入院時併存」「入院時発症」それぞれの規定個数以上は入力が行えな
いこと。また、病名の組合せ登録は、マスタ設定により可能なこと。

フリーコメントが入力できること。

各病名の開始日・終了日・転帰が登録できること。

様式０情報登録

医事会計システムに登録された診療情報を様式1入力画面に展開し、医師の入
力作業を軽減できること。

０入院期間中の子様式０は８８８個まで可能なこと。

様式０登録時のステータスとして、登録、承認、確定の区別ができること。

様式０情報の各項目はガイド表示が出て何を入力するかを選択入力できるこ
と。
また、項目が変更となった場合は速やかに対応できること。

化学療法についても、医事情報の項目コードとの紐付けにより実績情報の取り
込みを行うことができること。

手術情報を取り込む際は、点数が表示され、点数順で表示されること。
また、「取込を行わない手術」「対象外として取込む手術」の設定が可能である
こと。

対象外手術については対象外、削除操作ができること。

前回退院日を自動設定する場合は、対象外病棟を指定することができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

様式０作成時の既定値をマスタにより診療科別に設定できること。
＇治験有無・24時間以内死亡・予定緊急区分・救急搬送・入院経路・一般病棟へ
の入院の有無・精神病棟への入院の有無・その他病棟への入院の有無・妊娠
の有無・入院JCS・退院時JCS（

「前回退院年月日」は、医事システムに登録されている情報からリアルタイムに
取得して自動設定できること。また、手入力された値とシステムで判別した値が
異なる場合は警告表示がきること。

「前回同一疾病で自院入院の有無」は、過去に登録されている様式０情報より
自動設定できること。また、手入力された値とシステムで判別した値が異なる場
合は警告表示がきること。

「患者住所地域の郵便番号」は、手入力及び医事システムに登録されている情
報よりリアルタイムに取得して自動設定できること。また、手入力された値とシス
テムで判別した値が異なる場合は警告表示がきること。

身長・体重の入力有効範囲を診療科別に設定できること。また、有効範囲外の
値が入力された場合は警告表示ができること。

がんSTAGE分類ごとにＵＩＣＣ＇ＴＮＭ（の組合せをマスタ登録できること。入力画
面でがんSTAGE分類を選択した時点でマスタ登録したＵＩＣＣ＇ＴＮＭ（の内容を
展開できること。

医事システムに登録されている救急医療管理加算をリアルタイムに取得して、
予定・救急医療入院区分に「2９救急医療」を自動設定できること。

DPC情報と共通する項目については、DPC登録情報を流用し医師の入力作業
を軽減できること。

様式０情報登録時に、警告リスト画面でエラーとなっている項目名が職制別色
分け表示できること。
明示された項目を選択することで該当項目の入力画面へ切替、該当項目部分
の表示が可能であること。

様式０登録時に「不適当なＩＣＤ」「使用不可ＩＣＤ」「桁不足ＩＣＤ」に該当する傷病
名が登録されていればマスタ設定により、アラームチェックを表示できること。

マスタ設定により、様式０で登録された病名＇ICD10（と様式０の各項目との関連
チェックが可能なこと。また「最も資源を投入した病名」のみ、「最も資源を投入
した病名」と「１番目に資源を投入した病名」、「全ての病名」でチェックするのか
を設定できること。

様式０登録時の傷病名については、ＩＣＤコードを全桁修正ｏｒ３、４桁目のみ修
正を選択できること。

様式０入力項目を職制単位に表示・非表示が可能であると共に、項目の色分け
表示も可能であること。

様式調査で廃止となった項目の入力・参照が可能であること。また、入力画面
で廃止項目の表示．非表示の切り替えが行えること。

厚生労働省指定のフォーマットで様式1ファイルの作成ができること。

フリーコメントが入力できること。

労災など様式０対象外の場合は、「対象外」の設定が可能なこと。また、入院患
者一覧画面で確認ができること。

修正履歴参照



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＤＰＣ機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

患者毎・項目単位に修正された内容が履歴表示できること。

ＤＰＣ・様式０の修正を行った場合、修正前の画面全体イメージを過去履歴画面
を用いて参照できること。

修正履歴は、ある項目の値をＡ⇒Ｂに変更したなどの具体的な内容も把握でき
ること。

統計・分析 出来高・包括比較等、ＤＰＣ分析ができること

まとめ

ＤＰＣ“準備”病院で必要となる、様式０作成支援、EF統合ファイル出力機能、様
式３作成、　EFファイル情報を利用した収入分析機能をサポート。



機能大分類 機能中分類 機能小分類

回答 備考欄
基本要件 信頼性 信頼性

1 稼動実績が680以上のアプリケーションパッケージを使用し、円滑に業務を運用できること。

可用性

2 稼働率は99.5%以上とすること。

保守性

3 保守要員が定期的に訪問しシステムの監視を行うこと。

省エネルギー

4 エネルギースター対象品目については、当該基準に適合した製品とする事。

システム構成 サーバー

5

アプリケーションはWeb型とし、院内の基幹システムクライアントからWebブラウザ(IE7.0以上（で参照できること。

クライアント

6 アプリケーションに同時アクセス可能なクライアントの数は15以上であること。

セキュリティ ログイン

7 ユーザーコード、パスワードによるログインが可能なこと

ログアウト

8 ユーザーによるログアウトが可能なこと

9 設定する条件によりアプリケーションによる自動ログアウトができること。

利用制限

10 ユーザーコードによる利用制限ができること。

操作ロギング

11 ユーザーコード毎に操作履歴を記録、保存できること。

DPC分析要件 データ連係

12 既存の医事会計システムから、DPC様式０・D,E,Fファイルをデータをオンライン又は媒体渡しにて取得できること。

基本機能 自動コーディング

13 取得したデータからDPCコード14桁を自動的にコーディングできる事。

比較機能

14 取得したデータのDPC請求額と出来高請求の比較ができること。

代替機能

15 取得したデータのDPCコードに代替するコードの提案ができること。

他病院比較

16 取得したデータを同規模の他病院における同様症例と比較できること。比較はグラフ等を利用し容易に差異の理解ができること。

上位項目表示

17 MDC・DPC・手術別に、請求件数上位20データの表示ができること。

０－基本機能

パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△

不可９×
０－ＤＰＣ分析



18 MDC・DPC・手術別に、 請求金額上位20データの表示ができること。

19 MDC・DPC・手術別に、 出来高に対する増収上位20データの表示ができること。

20 MDC・DPC・手術別に、 出来高に対する減収上位20データの表示ができること。

症例検索

21 MDC2桁、MDC6桁、DPCコードによ症例データの絞り込みを行えること。

22

表示項目は以下の通りとすること。
病院
診療科
MDC2

症例サマリー

23

検索項目を選択した段階で検索結果の件数や金額などの情報を知ることができるよう、検索条件を変更するたびに指
定症例のサマリーを表示できること。

24

表示項目は以下の通りとすること。
症例数
緊急入院
手術症例一覧

25

【症例検索】で検索した症例を一覧表示できること。

26

各項目の昇順・降順に一覧を並べ替えることができること。

27

データ行の『DPC』のコードをクリックすると、そのDPCコードを検索対象に追加し再検索することができること。

28

表示項目は以下の通りとすること。
病院
DPCコード
年齢症例詳細 パス部分

29

入院から退院までと、データ区分別の金額と、金額の大きい上位3つまでの行為・薬剤を表示できること。

30

データ区分別の明細を確認することができること。

増減収グラフ

31

日付ごとに出来高とDPC金額を棒グラフで表示し、増減収累計を折れ線グラフで表現できること。

症例概要

32

症例概要の表示項目は以下の通りとすること。
ID
病院・科
在院日数データ区分別金額表

33

データ区分別に包括された金額、出来高算定できる金額、そして包括点数や特定入院などを表示できること。

診療明細表

34

診療明細表には、E・Fファイルの情報を表示できること。

35

対象のE・Fファイルを修正することができること。

様式1検索

36

検索メニューで絞り込んだ条件に、さらに様式1の内容を元に分析対象の症例を絞り込むことができること。



37

様式1検索での大項目と小項目の関係は以下の通りとすること。

38

未選択の状態
様式1ファイルの全項目

39

病院属性等
施設コード、診療科コード、統括診療情報番号

40

データ属性等
年齢、性別

41

入退院情報
入院中の主な診療目的、治験実施の有無、入院年月日、退院年月日、
転科の有無、入院経路、他院よりの紹介有無、本院の外来からの入院、
予定緊急入院区分、救急車による搬送の有無、退院先、退院時転帰、

42

診断情報
ICD10コード1から12のどれか、病名＇入院時併存症名1から4（のどれか、
ICD10コード5から8のどれか、病名＇入院後発症疾患名4（のどれか、
ICD10コード9から12のどれか、

43

手術情報
手術名1から5のどれか、ICD9CMコード1から5のどれか、
点数表コード1から5のどれか、手術回数1から5のどれか、
手術側数1から5のどれか、手術日1から5のどれか、

44

診療情報
現在の妊娠の有無、出生時体重、出生時妊娠週数、喫煙指数、
入院時意識障害がある場合のJCS、退院時意識障害がある場合のJCS、
入院時のADLスコア、退院時のADLスコア、褥創ステージNPUAP分類、保存データ

45

症例データの一覧や症例データ詳細画面を任意の名前をつけて保存することができること。

46

後から再度検索をし直さなくても、保存データ一覧から直接遷移することができること。

グラフ表示 ヒストグラム

47

検索結果から在院日数や年齢のバラツキを示すグラフが表示できること。

48

他院との在院日数比較に利用できること。

DPC分布

49

DPC別の症例数、平均在院日数、出来高、DPC差額をバブルチャートで表示するグラフです。減収になるDPCや症例数
が多くインパクトの大きいDPCが一目瞭然にわかるようになっています。

収益因子

50

DPCで包括される投薬・注射・処置・検査・画像のデータ区分に、本院の資源投下状況と他院の増収症例平均、減収症
例平均との比較がレーダーチャートで表示されます。薬や検査などの過多がないかをチェックすることができること。

分析結果表示 投入資源分析の為の検索

51

D,E,Fファイルを元に 投入した薬剤・材料・手技の医療資源を各種区分やレセプトコードから絞り込み検索ができること。

検索結果の詳細表示

52

投入した医療資源詳細リストを表示できること。
表示上の行番号
薬剤のレセプトコード
薬剤名称臨床指標

53

様式０＋E,Fファイルを基に“基本”、“手術”、“薬剤”と3つの種別から構成された医療の質を評価する定量指標を表示で
きること。

指標の基準

54

臨床指標として米国メリーランド病院協会や米国JCAHOの臨床指標を基とした分析ができること。

絞り込み

55

病院規模、病院種別、DPC実施区分の区分で比較対象の病院を絞り込むことができること。



ペンチマーク

56

ベンチマークグラフを表示して同規模他院との比較が容易にできること。

基本的臨床指標

57

基本的な臨床指標が表示できること。＇手術件数、死亡率、疾患別薬剤別の服用率、院内感染率、合併症率、再入院率
等〄（

58

臨床指標の対象として分析している症例の、検索一覧を表示することができること。

手術臨床指標

59

手術に関する臨床指標を表示できること。＇緊急入院割合、周期抗生剤投与、手術在院日数、術前検査・画像の外来実
施率、術後創傷ケア　等〄（

60

手術コード、DPCコード、予定緊急区分を絞り込み条件として使用することができること。

61

手術の臨床指標の対象として分析している症例の、検索一覧を表示することもできること。

薬剤臨床指標

62

薬剤に関する臨床指標が表示できること。＇エダラボン等高額薬剤の使用日数・仕様割合、抗がん剤使用組合せ
等〄（

63

MDC6コード、手術コード、DPCコードを絞り込み条件として使用することができること。

64

薬剤の臨床指標の対象として分析している症例の、検索一覧を表示することもできること。

係数指標 DPC病院II群の要件

65

下記の項目を表示できること。
診療密度＇
０日当たり包括範囲出来高点数（
高度な医療技術の実施＇手術０件当たりの外保連手術指数、DPC算定病床当たりの外保連手術指数、手術実施件数（機能評価係数IIに係る評価

66

下記の項目を表示できること。
部位不明・詳細不明コードの使用率
効率性指数
複雑性指数ペンチマーク

67

ベンチマークグラフを表示して同規模他院との比較が容易にできること。

統計 一覧表

68

本院の状況を診療科別、主治医別、MDC別に集計した結果を表示できること。

69

表示項目は以下の通りであること。
コード
名称
件数グラフ

70

以下の３つのグラフが診療科別、主治医別、ＭＤＣ１別、ＭＤＣ6別、DPC別に一覧表の内容に合わせ表示できること。

71

収入・在院日数９　DPC算定請求金額、出来高算定金額と平均在院日数を示すグラフ

72

出来高との差額９　DPC算定請求金額と出来高算定金額の差額を示すグラフ

73

月別推移＇件数（９　月単位の件数動向を示すグラフ

74

月別推移＇金額（９　月単位の金額動向を示すグラフ



他病院比較 ベンチマーク機能

75

検索する症例を他病院の同症例と比較する機能およびベンチマーク・データを有すること。

ペンチマーク数

76

比較対象となる施設は600以上であること。

検索項目

77

ベンチマーク・データは以下の項目で検索できること。
病院
診療科
MDC6グラフ

78

他病院との比較は以下のグラフで容易にできること。

79

DPCバブルチャート
本院のDPCが他院と比較して、在院日数や増減収、症例数にどのような違いがあるかを示す

80

在院日数
平均在院日数の比較

81

術前術後日数
手術のあるDPCにおいて、術前日数と術後日数の比較を行う＇手術のないDPCはデータなしとして表示を行わない（

82

収入
出来高算定とDPC算定額の大小や差を比較

83

データ区分
データ区分別の出来高換算時の平均金額を示し、どの区分に多くの資源を費やしているか比較を行う

84

データ区分率
出来高換算時のデータ区分別割合を示し、どの区分に多くの資源を費やしているか比較をおこなう

85

収益因子
包括された診療行為や薬剤、材料の出来高換算額をデータ区分別に比較を行う

86

増減収率
出来高との差額により増収症例・減収症例・増減なしに分け、それぞれの割合を比較を行う

87

入院期間率
DPC入院期間別の症例割合を比較を行う

88

転科率
転科率比較＇転科と増減収の関連を示すものと、転科と在院日数の関連を示すもの（

89

再入院死亡率
再入院30症例・再入院42症例・死亡症例の割合を比較

90

手術難易度
外科系学会社会，外保連が定めている手術難易度を使用して、手術の難易度別の割合を比較を行う

パス一覧

91

収益因子とパス集約画面を表示できること。

書き出し機能 データの絞り込み

92

指定した項目に従い絞り込んだ症例データをダウンロードできること。

93

病院名称



94

診療科に係わる情報

95

患者に係わる情報

96

在院日数に係わる情報

97

DPCコードに係わる情報

98

金額に係わる情報

99

データ区分別出来高算定金額の内訳

100

DPC算定時包括された出来高算定金額

101

再入院・死亡に係わる情報

102

DPCコーディングの判断に使用した手術・処置・副傷病に係わる情報

103

手術手技別の手術難易度情報

104

入院料別在院日数に係わる情報

105

病棟別在院日数トップ２

106

様式1記載の入退院情報＇18年度様式０項目（

107

様式1記載の入退院情報＇20年度様式０項目（

108

様式1記載の診断情報

109

様式1記載の手術情報

110

様式1記載の診療情報＇18年度様式０項目（

111

様式1記載の診療情報＇20年度様式０項目（

症例単位

112

症例単位の症例ダウンロードができること。項目は以下の通りとすること。



113

EVEで独自に付与した０入院単位のID

114

退院年月(様式1年月)

115

病院施設の名称

116

様式1記載の診療科コード

117

様式1記載の診療科コードの診療科名称

118

様式1記載の転科の有無　0.無　1.有

119

様式1記載のデータ識別番号

120

様式1記載のデータ性別( 1.男2.女)

121

様式1記載の生年月日より計算した入院日時点の年齢

122

Eファイル上最もデータが出現した医師コード、もしくは主治医取込にて取込を行なった医師コード

123

様式1記載の入院年月日

124

様式1記載の退院年月日

125

全入院日数(様式1記載の退院年月日-入院年月日+1)

126

DPC対象病棟入院時の入院日数(在院日数(No13)よりDPC対象外病棟入院日数を引いた日数)

127

初回手術前日数(手術無の場合、空白)

128

初回手術後日数(手術無の場合、空白)

129

DPC対象外病棟に入院した場合は０、それ以外は0

130

DPCコード(診断郡分類番号)

131

DPC名称(診断郡分類名称)



132

DPCコード(No18)の入院期間Ⅰ(日・以内)

133

DPCコード(No18)の入院期間Ⅱ(日・以内)

134

DPCコード(No18)の特定入院期間(日・以内)

135

MDC6コード(疾患コード)(診断郡分類番号頭6桁)

136

MDC6コード(疾患コード)名称

137

MDC2コード(主要診断郡コード)(診断郡分類番号頭2桁)

138

MDC2コード(主要診断郡コード)名称

139

出来高算定時総金額合計(Eファイル行為点数×行為回数)

140

DPC算定時の総金額合計(包括点数×10(No33)+出来高算定金額(No36)+特定入院料加算金額(No35)+特定入院期間
以降出来高算定金額(No37))

141

DPC算定金額(No28)-出来高算定金額(No27)

142

増収(円)(No29)がプラスであれば０、マイナスであれば１、±0であれば／

143

DPC対象病棟入院時で出来高算定時の総薬剤金額

144

DPC対象病棟入院時で出来高算定時の総材料金額

145

DPC算定時の包括点数合計×10

146

DPC算定時の包括点数合計×10×医療機関別係数

147

DPC算定時の特定入院料加算分金額合計

148

DPC算定時の出来高算定分金額合計

149

DPC算定時の特定入院期間を超えた出来高算定時金額合計

150

DPC外病棟入院時の出来高算定金額合計



151

Eファイルデータ区分11,12,13,14データの行為点数を金額化したもの

152

Eファイルデータ区分11,12,13,14データの薬剤料

153

Eファイルデータ区分11,12,13,14データの材料料

154

Eファイルデータ区分21～29データの行為点数を金額化したもの

155

Eファイルデータ区分21～29データの薬剤料

156

Eファイルデータ区分21～29データの材料料

157

Eファイルデータ区分31～39データの行為点数を金額化したもの

158

Eファイルデータ区分31～39データの薬剤料

159

Eファイルデータ区分31～39データの材料料

160

Eファイルデータ区分40データの行為点数を金額化したもの

161

Eファイルデータ区分40データの薬剤料

162

Eファイルデータ区分40データの材料料

163

Eファイルデータ区分50,54データの行為点数を金額化したもの

164

Eファイルデータ区分50,54データの薬剤料

165

Eファイルデータ区分50,54データの材料料

166

Eファイルデータ区分60データの行為点数を金額化したもの

167

Eファイルデータ区分60データの薬剤料

168

Eファイルデータ区分60データの材料料

169

Eファイルデータ区分70データの行為点数を金額化したもの



170

Eファイルデータ区分70データの薬剤料

171

Eファイルデータ区分70データの材料料

172

Eファイルデータ区分80データの行為点数を金額化したもの

173

Eファイルデータ区分80データの薬剤料

174

Eファイルデータ区分80データの材料料

175

Eファイルデータ区分90,92データの行為点数を金額化したもの

176

Eファイルデータ区分97データの行為点数を金額化したもの

177

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の投薬分

178

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の注射分

179

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の処置分

180

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の検査分

181

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の画像分

182

DPC算定時に包括された出来高算定時金額の入院料分

183

3日以内の再入院があれば０　なければ／

184

7日以内の再入院があれば０　なければ／

185

30日以内の再入院があれば０　なければ／

186

42日以内の再入院があれば０　なければ／

187

様式1退院時転帰で５＋６の場合０　それ以外／

188

DPCコーディング時に手術判断分岐で使用したKコード



189

DPCコーディング時に処置1判断分岐で使用した処置コード

190

DPCコーディング時に処置2判断分岐で使用した処置コード

191

DPCコーディング時に副傷病判断分岐で使用したICD10コード

192

初回手術手技のKコード

193

初回手術手技の手技名称

194

初回手術手技の手術難易度＇外保連データ参照（

195

2回目手術手技のKコード

196

2回目手術手技の手技名称

197

2回目手術手技の手術難易度＇外保連データ参照（

198

3回目手術手技のKコード

199

3回目手術手技の手技名称

200

3回目手術手技の手術難易度＇外保連データ参照（

201

4回目手術手技のKコード

202

4回目手術手技の手技名称

203

4回目手術手技の手術難易度＇外保連データ参照（

204

5回目手術手技のKコード

205

5回目手術手技の手技名称

206

5回目手術手技の手術難易度＇外保連データ参照（

207

全入院期間在院日数(様式０退院日-様式1入院日+1)　＇No13と同)



208

入院期間中一般病棟入院基本料を算定した日数

209

入院期間中救命救急入院料を算定した日数

210

入院期間中特定集中治療室管理料を算定した日数

211

入院期間中ハイケアユニット入院管理料を算定した日数

212

入院期間中脳卒中ケアユニット入院管理料を算定した日数

213

入院期間中亜急性期入院医療管理料を算定した日数

214

入院期間中回復期リハビリテーション入院料を算定した日数

215

入院期間中緩和ケア病棟入院料を算定した日数

216

入院期間中小児入院医療管理料を算定した日数

217

全在院日数(1)から各種入院日数(2)～(10)を引いた日数

218

病棟別在院日数トップ1の病棟コード

219

病棟別在院日数トップ1の在院日数

220

病棟別在院日数トップ2の病棟コード

221

病棟別在院日数トップ2の在院日数

222

病棟別在院日数トップ3の病棟コード

223

病棟別在院日数トップ3の在院日数

224

統括診療情報番号

225

様式1記載の入院中の主な診療目的

226

様式1記載の治験実施の有無



227

様式1記載の入院経路

228

様式1記載の他院よりの紹介の有無

229

様式1記載の自院の外来からの入院

230

様式1記載の予定・緊急入院区分

231

様式1記載の救急車による搬送の有無

232

様式1記載の退院(転科)先

233

様式1記載の退院時転帰

234

様式1記載の入院から24時間以内の死亡の有無

235

様式1記載の前回退院年月日

236

様式1記載の前回同一疾病で自院入院の有無

237

様式1記載の調査対象となる一般病棟への入院の有無

238

様式1記載の調査対象となる精神病棟への入院の有無

239

様式1記載のその他の病棟への入院の有無

240

様式1記載の様式０開始日

241

様式1記載の様式０終了日

242

様式1記載の主傷病名

243

様式1記載の ICD10コード

244

様式1記載の入院の契機となった傷病名

245

様式1記載の ICD10コード



246

様式1記載の医療資源を最も投入した傷病名

247

様式1記載の ICD10コード

248

様式1記載の医療資源を2番目に投入した傷病名

249

様式1記載の ICD10コード

250

様式1記載の入院時併存症名1

251

様式1記載の ICD10コード

252

様式1記載の入院時併存症名2

253

様式1記載の ICD10コード

254

様式1記載の入院時併存症名3

255

様式1記載の ICD10コード

256

様式1記載の入院時併存症名4

257

様式1記載の ICD10コード

258

様式1記載の入院後発症疾患名1

259

様式1記載の ICD10コード

260

様式1記載の入院後発症疾患名2

261

様式1記載の ICD10コード

262

様式1記載の入院後発症疾患名3

263

様式1記載の ICD10コード

264

様式1記載の入院後発症疾患名4



265

様式1記載の ICD10コード

266

様式1記載の手術名０

267

様式1記載の ICD9-CMコード

268

様式1記載の　点数表コード

269

様式1記載の　手術回数

270

様式1記載の 手術側数

271

様式1記載の　手術日

272

様式1記載の　麻酔

273

様式1記載の手術名１

274

様式1記載の ICD9-CMコード

275

様式1記載の　点数表コード

276

様式1記載の　手術回数

277

様式1記載の 手術側数

278

様式1記載の　手術日

279

様式1記載の　麻酔

280

様式1記載の手術名２

281

様式1記載の ICD9-CMコード

282

様式1記載の　点数表コード

283

様式1記載の　手術回数



284

様式1記載の 手術側数

285

様式1記載の　手術日

286

様式1記載の　麻酔

287

様式1記載の手術名３

288

様式1記載の ICD9-CMコード

289

様式1記載の　点数表コード

290

様式1記載の　手術回数

291

様式1記載の 手術側数

292

様式1記載の　手術日

293

様式1記載の　麻酔

294

様式1記載の手術名４

295

様式1記載の ICD9-CMコード

296

様式1記載の　点数表コード

297

様式1記載の　手術回数

298

様式1記載の 手術側数

299

様式1記載の　手術日

300

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_1:現在の妊娠の有無

301

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_2:出生時体重

302

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_3:出生時妊娠週数



303

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_4:喫煙指数

304

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_5:入院時意識障害がある場合のJCS

305

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_6:退院時意識障害がある場合のJCS

306

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_7:入院時のADLスコア

307

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_8:退院時のADLスコア

308

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_9:褥創ステージ　NPUAP分類

309

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_10:がんの初発、再発

310

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_11:UICC病期分類(T)

311

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_12:UICC病期分類(N)

312

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_13:UICC病期分類(M)

313

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_14:がんのStage分類

314

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_15:がん患者のPerformance　Status

315

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_16:脊髄麻痺患者の入院時の重症度

316

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_17:Hugh-Jones分類

317

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_18:心不全のNYHA心機能分類

318

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_19:狭心症、慢性虚血性心疾患(050050)における入院時の重症度９CCS分
類入院時における重症度

319

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_20:急性心筋梗塞(050030、050040)における入院時の重症度９Killip分類入
院時における重症度

320

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_21:肝硬変のChild-Pugh分類

321

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_22:急性膵炎の重症度分類



322

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_23:多発性骨髄腫の病期分類

323

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_24:急性白血病の病型分類(FAB分類)

324

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_25:非ホジキン病の病期分類

325

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_26:Burn Index

326

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_27:その他の重症度分類・名称

327

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_28:その他の重症度分類・分類番号または記号

328

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_29:救急カテ実施時間(外来受診-カテ開始までの時間(実数)

329

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_30:救急脳血管障害検査実施時間(外来受診-CT、MRI開始までの時間(実
数))

330

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_31:ASA米国麻酔学会(American　Society　Anesthesiologists)による分類

331

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_32:予定しない再手術(48時間以内)

332

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_33:予定しない外来処置後の入院

333

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_34:2日以内のICUへの再入室(48時間以内)

334

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_35:ICUへの緊急入室

335

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_36:入院時の妊娠週数

336

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_37:精神保健福祉法における入院形態

337

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_38:精神保健福祉法に基づく隔離日数

338

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_39:精神保健福祉法に基づく身体拘束日数

339

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_40:入院時GAF尺度

340

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_41:退院時GAF尺度



341

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_42:病名付加コード

342

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_43:外傷の受傷機転

343

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_44:入院時GlasgowGomaScale

344

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_45:入院時収縮期血圧

345

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_46:入院時呼吸回数

346

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_47:頭頸部最大AIS

347

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_48:顔面最大AIS

348

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_49:胸部最大AIS

349

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_50:腹部最大AIS

350

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_51:四肢最大AIS

351

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_52:体表最大AIS

352

18 20 22 24年度版レイアウト 様式1記載の6_53:化学療法の有無

353

20年度版レイアウト 様式1記載の6_54:テモゾロミド＇初発の初回治療に限る（の有無

行為単位

354

行為単位の症例ダウンロードができること。項目は以下の通りとすること。

355

病院名称

356

様式1診療科コード

357

様式1診療科コードの診療科名称

358

様式1データ識別番号

359

様式1記載の生年月日より計算した入院日時点の年齢



360

様式1入院年月日

361

様式1退院年月日

362

DPC算定入院日数(全在院日数よりDPC対象外病棟入院分を除いた日数)

363

DPCコード(診断郡分類番号)

364

DPC名称(診断郡分類名称)

365

増収フラグ DPC算定時金額-出来高算定時金額がプラスであれば1、マイナスであれば2、±0であれば0

366

データ10区分( 1.診察料 2.投薬 3.注射 4.処置 5.手術 6.検査　7.画像 8.その他 9.入院料 10.食事料)

367

データ10区分(No12)名称

368

Eファイル実施日付

369

実施日(入院初日=1日目)

370

Fファイル順序番号

371

Fファイル行為明細番号

372

Fファイル病院点数マスタコード

373

Eファイルレセプト電算コード

374

Fファイルレセプト電算コード

375

Fファイルレセプト電算コードより該当する解釈番号(基本)

376

Fファイル解釈番号(基本)

377

Fファイル診療明細名称

378

レセ電算コードより該当する正式診療名称



379

薬効分類2の名称＇薬価基準コード先頭 2桁の作用部位又は目的、薬効（

380

薬効分類3の名称＇薬価基準コード先頭 3桁の成分又は作用部位（

381

薬効分類4の名称＇薬価基準コード先頭 4桁の用途（

382

薬効分類7の名称＇薬価基準コード先頭 7桁の成分<代表的な先発薬品名>（

383

データが薬剤の場合、後発品なら1　それ以外は0 薬剤以外の場合は-1

384

データが薬剤の場合、内服　薬剤以外の場合は-1

385

Eファイル行為回数×Fファイル使用量

386

Fファイル基準単位

387

Eファイル行為回数

388

Eファイル医師コード

389

出来高算定の場合は1　それ以外は0

390

行為点数を金額化したもの

391

Eファイル行為薬剤料

392

Eファイル行為材料料

393

Fファイル明細点数を金額化したもの

統計データ

394

統計データのダウンロードができること。項目は以下の通りとする。

395

コード＇診療科、医師、MDC2、MDC6、DPC（

396

コードに対する名称

397

該当症例件数



398

DPC算定期間の在院日数の合計/該当症例件数

399

DPC入院期間が期間Ⅱ以降で特定入院期間までの症例の割合

400

DPC入院期間が特定入院期間を超える症例の割合

401

DPC算定時の包括金額(日当点×10)

402

DPC算定時の出来高算定可能金額

403

DPC算定時の特定入院料による加算金額

404

DPC算定時の特定入院期間を超えた日の出来高算定された金額

405

DPC算定時の包括＊出来高+特定入院料+特入以降

406

出来高算定時の金額(Eファイル請求金額合計)

407

DPC請求額・DPC合計-出来高請求合計

408

差額合計/出来高請求合計*100

409

DPC算定時の包括金額(日当点×10)　/ 該当症例件数

410

DPC算定時の出来高算定可能金額　/ 該当症例件数

411

DPC算定時の特定入院料による加算金額　/ 該当症例件数

412

DPC算定時の特定入院期間を超えた日の出来高算定された金額　/ 該当症例件数

413

DPC算定時の包括＊出来高+特定入院料+特入以降　/ 該当症例件数

414

出来高算定時の金額(Eファイル請求金額合計)　/ 該当症例件数

415

DPC請求額・DPC合計-出来高請求合計　/ 該当症例件数

416

DPC合計　/ 合計在院日数



417

出来高請求合計　/ 合計在院日数

代替DPCデータ

418

症例データをDPCで再計算したデータのダウンロードができること。項目は以下の通りとする。

419

病院名

420

西暦下2桁/月

421

入院年月日

422

退院年月日

423

在院日数

424

DPCコード

425

ICD10コード

426

様式０上の傷病名項目

427

DPCで算定したときの金額

428

最も医療資源を投入した傷病名でコーディングしたときとの差額、Dファイル使用の場合はDとの差額

手術チェックデータ

429

入院年月日

430

退院年月日

431

在院日数

432

DPCコード

433

Fファイル上に出現した手術コード

434

上記の名称

435

様式1の手術情報の何番目かを表す



436

様式1上の手術コード

437

様式1上の手術名称

438

様式1上の手術日

D比較データ

439

自動コーディングしたDPCコードで再計算したデータのダウンロードができること。項目は以下の通りとする。

440

入院年月日

441

退院年月日

442

診療科名称

443

在院日数

444

投入データより自動判断したDPCコード

445

DPCコードで算定したDPC金額

446

Dファイル上のDPCコード

447

Dファイル上の金額

448

＇DPCコードで算定したDPC金額（　，　＇Dファイル上の金額)

パスデータ

449

パス一覧データのダウンロードができること。項目は以下の通りとする。

450

手術日・入院日を0とした日数

451

データ区分

452

投入医療資源区分※薬剤・材料・手技

453

分類が”薬剤”以外⇒解釈番号、分類が”薬剤”⇒薬効分類7

454

明細の名称



455

症例数

456

同一日に行われた症例の実施割合＇%（

457

1症例当たりの件数

458

1症例当たりの数量

459

明細の単価

データ保守

460

最新のベンチマークデータを定期的に安定提供できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

再来受付機システム機能
回答 備考欄

０－再来受付機システム機能 ０－基本機能

基本機能 ＇０（ 医事会計システムとTCP/IP接続が可能であること。

＇１（
再来受付機にて、患者が受付操作を行うことにより、以下の内容を医事会計シ
ステムに送信できること。

　・患者ID

　・受付日時

　・希望受診科

　・希望受診内容

＇２（ タイマーによる自動運転が可能なこと。

＇３（ 再来受付機は　１台用意すること。

１－再来受付機本体機能

筐体 ＇０（ 自然な姿勢にて無理なく操作できること。

＇１（ 画面操作部が、車椅子の患者、お年寄りにも配慮してあること。

＇２（ 機器は省スペースタイプのものであること。

＇３（ 手荷物を置けるスペースがあること。

＇４（ 表示部分は、17インチ以上のカラー液晶ディスプレイであること。

＇５（
入力操作部は、表示部と一体のタッチパネル方式であること。
また、手袋着用時でも入力操作ができること。

＇６（ 記憶媒体にハードディスクを使用していないこと。

カード読み取り部 ＇０（ 医事会計システムが発行する診察券に対応すること。

＇１（ 他病院の診察券の受付を制限することが可能なこと。

＇２（ 磁気、バーコードどちらのカード＇診察券（にも対応が可能なこと。

操作画面 ＇０（ 待受け・診察券排出画面には患者に判りやすい表示であること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

再来受付機システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１（ 待受け画面には本院で使用している診察券イメージを表現できること。

＇２（
画面操作は、「診療科選択」「行為選択」「医師選択」の２階層から操作が可能
なこと。
要望により０階層、１階層と運用に合わせることも可能なこと。

＇３（
診療科選択画面には最大10診療科ボタンを０画面に表示可能なこと。
11診療科を超える場合は「次ボタン」にてそれ以上の科を表示可能なこと。

＇４（
診療科ボタンの表示位置は「固定表示」か「前詰め表示」のいずれかを選択で
きること。

＇５（ ボタン色は１３色以上から選択可能なこと。

＇６（
併科受診の場合、選択済み項目を灰色表示＇表示はされるが選択できない状
態（にすることが可能なこと。

＇７（ 診療行為選択画面には最大10行為ボタンを０画面に表示可能なこと。

＇８（ 医師選択画面には最大10医師ボタンを０画面に表示可能なこと。

＇０／（
診療行為ボタン上には、診療行為がイメージできるアイコンを、
医師ボタン上には、医師の顔写真を表示可能なこと。

＇００（ ０度の操作で最大5科まで受付が可能なこと。

＇０１（ 画面に表示される患者氏名の有無を設定可能なこと。

＇０２（
予約患者に対しては医事会計システムより送信される以下の内容で表示・受付
が可能なこと。

・予約情報＇予約科、予約項目、予約時間（

・通常の受付時間外にも予約患者の来院受付＇到着確認（が出来ること。

＇０３（
カード排出画面では、条件により＇最終保険証確認日から換算など（保険証確
認メッセージを表示することが可能なこと。

＇０４（
医事会計システムからの情報により、次の事項に該当する場合は、受付を制限
することができること。

　・一定期間保険証の確認ができていない場合

　・入院中である場合

　・長期未来院である場合

　・当日受診済みの科を受診する場合

受付票 ＇０（ 印字が明瞭で印刷スピードが早いプリンタであること。

＇１（ 用紙交換が容易に行えること。

＇２（ ANK、漢字JIS第一、第二水準の印字ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

再来受付機システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（ 受付完了後、下記の内容の受付票が出力できること

　・患者属性＇患者番号、患者氏名（

　・患者ＩＤのバーコード

　・受付日時

　・受診科名

　・受診内容

　・医師名

　・予約検査の場合の検査名

　・診察番号

　・予約時間＇診察及び予約検査の場合（

　・病院任意コメント＇150文字以上（

＇４（ 印字フォントが変更できること。＇フォント種類、フォントサイズ等（

＇５（
受付票出力中に用紙が切れた場合、ダイアログを表示し、用紙をセット後、自
動で再出力可能なこと。

＇６（ 受付票を取り忘れた場合、画面・音声メッセージによるお知らせが可能なこと。

＇７（ 用紙残量が尐なくなった場合、警告を表示できること。＇ニアエンド機能（

＇８（
用紙切れなどの障害が発生した場合に備え、直前に発行した受付票を再度出
力することが可能なこと。

外来基本カード、本日のご案内、処置＇物品（伝票 ＇０（
自動再来受付機で受付完了後、下記の内容の外来基本カード、本日のご案内
及び処置＇物品（伝票が連動して再来受付機＇または別プリンター（から出力が
可能なこと。

＇１（
本日のご案内、外来基本カード、処置＇物品（伝票には以下の項目が表示でき
ること。

＇２（

＇マスタ設定による出力内容の選択（
・基本情報
・保険情報
・受付．予約(当日･未来分10個)オーダー情報
・入外来院歴情報
・算定歴情報＇指導･管理料等（
・公費一部負担金算定情報＇月額,残額．限度額,残額,累積額,回数（
・特定疾患一部負担金算定情報＇限度額,残額,累積額,回数（
・病名情報
・前回診療情報＇処方内容,用法等（
・薬剤逓減サイン
・カルテ情報＇ｶﾙﾃ番号,ｺﾒﾝﾄ（
・患者コメント
・予約コメント
・「同姓同名あり」表示
・患者番号と受診科のバーコード
・未収情報　などのほか病院が指定する項目など
また、前回処方については、使用量･単位･日数 および 回数の出力位置の設定まで可能なこと。処方内容
の最終印字後には「以下余白」と出力できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

再来受付機システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

音声案内 ＇０（ 音声ガイダンス機能を備えていること。

＇１（ 音声は標準搭載音声以外に病院が指定する音声にも対応できること。

２－有人受付機能

基本機能 ＇０（
診察券忘れ、新規患者、再来受付機で受付できなかった患者のため、手動受
付ができること。

＇１（ 再来受付機と同一の受付票等一式が出力可能なこと。

＇２（ 磁気カードリーダを接続し、診察券の読み取りが可能なこと。

＇３（ 患者番号での患者検索が可能であること。

＇４（
有人受付端末は、必要に応じて増設できること。また、医事端末に相乗りできる
こと。

＇５（ 再来受付機で受付できなかった条件を表示できること。

＇６（
受付状況＇科、行為毎の受付人数（をリアルタイムに把握できること。
また、患者毎の検索が行えること。

＇７（ 受付票の再発行機能を有すること。

＇８（ 一度の操作で最大5科受付できること。

＇０／（ 再来受付機と同様の受診科、受診内容＇行為（の受付ができること。

２－管理機能

基本機能 ＇０（ 再来受付機を統合管理するコントローラを有すること。

＇１（ 再来受付機が複数台でも管理コントローラで一元管理が可能であること。

設定 ＇０（ 診療科は24科以上登録できること。

＇１（ 診療行為は10以上登録できること。

＇２（
医師の設定ができること。
また、各医師の顔写真を登録でき、再来受付機の医師ボタン上に表示できるこ
と。

＇３（ 診察室の設定ができること。

＇４（ 診療科毎に診療行為の設定ができること。

＇５（
時間区分＇午前診察/午後診察/夜間診察（の設定ができること。
また当日受付可能な診療科及び診療行為を制御できること。

＇６（ 各診療科、各診療行為に対する受付時間の設定ができること。

＇７（
各診療科、各診療行為に対する診療スケジュールの設定が週別、曜日別、時
間帯別にできること。

＇８（ 最終保険確認日のチェックの設定ができること。

＇０／（ 最終来院日のチェックの設定ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

再来受付機システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００（ 入院中のチェックの設定ができること。

＇０１（ 来院履歴の有効期間を任意に設定できること。

＇０２（
診療科スケジュールや時間設定等の登録項目について効力開始日を任意に設
定できること。

＇０３（ 表示ボタンの診療科名及び診療行為名を設定できること。

＇０４（ 再来受付機での表示ボタンの色及び配列が設定できること。

＇０５（ 再来受付機の時間外メッセージの設定ができること。

＇０６（ 受付票に印刷するコメントを設定できること。

＇０７（
再来受付機はカレンダ機能を有し受付時間を休日、科別、午前午後、診療行為
別に設定変更できること。

＇０８（ 臨時休診の設定ができ、再来受付機に即時反映が可能であること。

＇１／（ 再来受付機での起動/終了時刻が設定できること。

その他 ＇０（ 管理コントローラから再来受付機の電源ＯＮ/ＯＦＦができること。

＇１（
障害時の原因特定のため、管理コントローラにて再来受付機の通信記録を管
理できること。

＇２（ 再来受付機にエラーが発生した場合、その内容を表示できること。

＇３（
当日受付患者の一覧を確認できること。
また、患者番号で受付状況の照会ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

０－調剤支援システム機能

＇０（
現在当院の所有する全自動錠剤分包機＇ユヤマ製、YS-TR-130FDX-ⅡSE、ユ
ヤマ製YS-TR-160FDX，Ⅱ（、薬袋プリンタ＇ユヤマ製、YS-MP，３LC，MⅡ（と
調剤システムは接続する事が可能である事。

＇１（

調剤システムは、現在使用中のユヤマ製　ユニコムEXの更新を行い、医薬品
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについては現在使用中のデータベースを使用する事。データベース
に関しては、必要であればHIS側でも同じ医薬品データベースを使用でき1元管
理が可能である事。

メインサーバ装置

＇０（
CPUの演算性能は、Xeon(R) E5502 (1.86GHz) ×１以上またはそれと同等以上
の性能、機能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は4GB以上であること。

＇２（ 物理容量は、HDD147GB(147GB×2９RAID-1（以上の構成を有すること。

＇３（
OSはMicrosoft社製Windows 2008 Serverまたはそれと同等以上の性能、機能
を有すること。

＇４（
データベースは、PERVASIVE SQL V9またはそれと同等以上の性能、機能を有
すること。

＇５（ ディスプレイは対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。

ｵﾌｨｽｿﾌﾄ:Microsoft Office 2007 Standard相当以上の
機能を有すること

＇６（
システムは、メインサーバーの負荷軽減の為、プログラムを稼動させる為の別
サーバを使用すること。

アプリケーションサーバ装置

＇０（
CPUの演算性能はCore2Duo T9400＇2.53GHz（以上またはそれと同等以上の
性能、機能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は2GB以上であること。

＇２（ 物理容量は、HDD147GB(147GB×2９RAID1（以上の構成を有すること。

＇３（
OSはMicrosoft社製Windows 2008 Serverまたはそれと同等以上の性能、機能
を有すること。

＇４（ ディスプレイは対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。

＇５（ 調剤注射薬支援システム

調剤注射薬支援システム制御用端末機 ｵﾌｨｽｿﾌﾄ:Microsoft Office 2007 Standard相当以上の機能を有すること

＇０（
CPUの演算性能はCeleron430(1.80GHz)以上またはそれと同等以上の性能、機
能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は2GB以上であること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２（ 物理容量160GB以上のハードディスクを有すること。

＇３（
OSはMicrosoft社製Windows 7またはそれと同等以上の性能、機能を有するこ
と。

＇４（ 各ディスプレイは対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。

麻薬管理システム制御用端末機

＇０（
CPUの演算性能はCeleron430(1.80GHz)以上またはそれと同等以上の性能、機
能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は2GB以上であること。

＇２（ 物理容量160GB以上のハードディスクを有すること。

＇３（
OSはMicrosoft社製Windows 7またはそれと同等以上の性能、機能を有するこ
と。

＇４（ 各ディスプレイは対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。

調剤注射支援システム用プリンター

＇０（
調剤注射薬支援システムクライアント用端末機の制御により各種帳票、処方箋
等を出力する機能を有すること。

＇１（
調剤・注射システムサーバーの制御により病棟集計表・各種帳票・エラー情報
箋・削除処方箋等を出力する機能を有すること。

＇２（ 解像度600dpi以上であること。

＇３（ 用紙出力サイズはA5・B5・A4から選択可能であること。

＇４（ 標準でLANカードを装備していること。

＇５（ 印刷速度は連続印刷時A4縦送りで25枚．分以上であること。

＇６（ 調剤注射支援システム用カラーレザプリンター

処方せん区分により出力条件＇薬剤情報・水剤ラベル・お薬手帳ラベ
ル（の選択が可能であること ＇７（

調剤注射薬支援システムクライアント用端末機の制御により各種帳票、薬情等
を出力する機能を有すること。

処方せん区分により出力プリンターの選択が可能であること
また変更が容易にできること

＇８（ 解像度1200dpi以上であること。

＇０／（ 用紙出力サイズはA5・B5・A4から選択可能であること。

＇００（ 標準で両面印刷機能を有していること。

＇０１（ 高画質での両面印刷が可能な仕様になっていること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０２（ 標準でLANカードを装備していること。

＇０３（ 調剤注射支援システム用ドットインパクトプリンター

＇０４（ 調剤支援システムの制御により水剤・外用ラベルを出力する機能を有すること。

＇０５（ 解像度180dpi以上であること。

＇０６（ 調剤用バーコードラベルプリンター

＇０７（
調剤支援システムの制御によりお薬手帳用ラベルを出力する機能を有するこ
と。

＇０８（
印字方式は、熱転写または感熱方式で、印字速度はMAX150㎜．秒以上であ
ること。

＇１／（ 解像度203dpi以上であること。

＇１０（ 注射薬用バーコードラベルプリンター

＇１１（ 注射薬支援システムの制御により注射用ラベルを出力する機能を有すること。

＇１２（
印字方式は、熱転写または感熱方式で、印字速度はMAX250㎜．秒以上であ
ること。

＇１３（ 解像度203dpi以上であること。

調剤注射支援統合管理システム用ソフトウェア

＇０（
処方チェック機能としては、相互作用、用量、投与期間、重複、アレルギー、妊
婦授乳婦をチェックする機能を有すること。

＇１（
処方チェックに利用する医薬品情報データベースは、調剤注射支援統合管理シ
ステムと同一メーカーの商品相当であること。

＇２（
本院採用のホストのオーダと処方連動ができる機能を有していること。また、す
でに連動実績のあるシステムであること。

＇３（
外来、入院定期、臨時処方、注射薬処方に合わせた運用方法が行える機能を
有すること。

患者設定によりコメントの追加が可能であること ＇４（
患者毎に、調剤内規の設定を行え、その設定に基づいた調剤業務が行える機
能を有すること。

特定患者、特定区分の処方箋受信時にサウンド処理が
可能であること

＇５（
処方監査画面にて、1画面に今回処方・前回処方・薬歴＇カレンダー画面（が、
同時に表示できる機能を有すること。

＇６（
処方データ、注射データに対する「効果」と「副作用、注意」の薬剤情報を出力で
きる機能を有すること。

＇７（
本院所有の薬袋印字システム制御用端末機への処方データの転送ができるこ
と。

＇８（
本院所有の全自動錠剤分包機への処方データの転送ができ連動し稼動できる
こと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０／（
予測不可能なハードトラブル時にも、号機振替やプリンター出力先振替などを、
簡易な操作で行えるような機能を有すること。

バックアップデータをすぐに引き出せること ＇００（
データのバックアップや日次更新業務が、事前に登録されたスケジュールに基
づき、システムを停止することなく自動で行える機能を有すること。

＇０１（
調剤支援システム制御用端末機の制御により水剤・外用用ラベルを出力する
機能を有すること。

＇０２（
調剤支援システム制御用端末機の制御により処方箋チェック後のエラー情報を
出力する機能を有すること。

＇０３（
調剤支援システム制御用端末機の制御により注射箋、注射ラベルを出力する
機能を有すること。

＇０４（ 投与患者毎の投与歴を管理する機能を有すること。

＇０５（
院内・院外の処方箋枚数、剤数、件数のリストを診療科及び病棟別に出力する
機能を有すること。

＇０６（ 薬品使用量を薬効、診療科、医師、診療日付毎に出力する機能を有すること。

＇０７（
薬品投与者検索が、薬品・薬効・薬品グループ・一般名で検索できる機能を有
すること。

＇０８（
簡易懸濁支援システムを有し普通薬とは違う調剤内規を確立できる機能を有し
ていること。

＇１／（
本院所有の調剤支援システムから用法・薬品・診療科・病棟などの各マスター
や処方歴などで当院が必要と判断した範囲のデータをコンバートできること。

CSV・Excel・Word ＇１０（
各種統計資料は、すべてCSV形式にてダウンロードを行える機能を有するこ
と。

調剤注射処方受信システム

＇０（
調剤処方・注射処方を連携受信して薬剤部門システムを稼動させる機能を有す
ること。

＇１（ 通信接続システムの構築は、実績のあるプログラムを利用すること。

＇２（
処方受信時に内服薬×内服薬と注射薬×注射薬、注射薬×内服薬との相互
作用チェックの機能を有していること。

麻薬管理システムソフトウェア

＇０（
麻薬管理システムは、調剤注射支援統合管理システムと同一メーカーの商品
であること。また、すでに導入実績のあるシステムであること。

＇１（
調剤注射支援統合管理システムと連動し麻薬のみのデータを受信できる機能
を有していること。

＇２（ 麻薬の払出入力、返納入力ができること。

＇３（ 麻薬の持参薬登録や麻薬の持参薬廃棄の管理ができること。

CSV・Excel・Word ＇４（ 麻薬帳簿・調剤済麻薬廃棄届・マスタリストが出力できること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

注射薬処方配合変化予測サブシステム

＇０（
注射統合管理システムの端末にインストールしてあり、注射調剤時のシステム
運用と同期の取れたプログラム機能を持つこと。

＇１（
配合変化予測サブシステムに利用する医薬品情報データベースは、調剤注射
支援統合管理システムと同一メーカーの商品であること。

＇２（
既知の情報としてのカロリー、イオン、PH情報等の注射薬品情報をデータベー
スより連携登録する機能を有していること。

＇３（
当院での配合変化予測としての独自情報、混合順番、経過時間等の情報を追
加登録する機能を有していること。

＇４（
注射薬について4剤間での組み合わせによる配合変化チェック機能を有してい
ること。

医薬品データベース

＇０（ チェック結果については、プリンターから出力する機能を有していること。

＇１（
医薬品データベースは、現在調剤システムで使用中の医薬品データベースが
使用でき、必要であれば本院採用のオーダリングシステムでも使用可能且つ、
院内で1元管理が可能である事。

＇２（
薬剤業務支援システムの薬品マスター作成時には、本データベースから必要な
マスター情報を簡単な操作で自動抽出する機能を有し、マスターメンテナンス業
務に利用できる機能を有していること。

＇３（
医薬品データベースとして、薬価収載品約18,000品目以上の医薬品情報を保
持し、期限切れの薬品を合わせると約34,500品目の内容を閲覧できる機能を有
すること。

＇４（

データベースは、調剤注射支援統合管理システムと連動して、処方箋チェック
つまり2次チェックシステムとして利用できるものであること。またそのチェックシ
ステムはリアルタイムに稼動する性能を持ち、問題のある処方は、調剤注射支
援統合管理システム側でチェックシートを出力すると同時に当該処方の調剤は
一時停止・保留させる機能を有すること。

＇５（
相互作用データベースとして、禁忌・注意のレベルに分けてチェックのできる
データであること。

＇６（
相互作用データベースは、医療用医薬品と市般薬＇OTC薬（とのチェックも可能
であること。

＇７（
妊婦・授乳婦データとして、日本国の添付文書だけでなく、アメリカ合衆国の
FDA、オーストラリアのTGAの両機関が提示している妊婦へのリスクデータを保
持し、容易に参照できる機能を有すること。

＇８（
病名禁忌データベースと適応症データベースを保持していること。また適応症
データベースとして、病名と医薬品の結びつけを行っていること。また、適応症
データベースの疾患名管理機能に関しては、国際疾病分類コードICD10との関

＇０／（ 市販薬は開示されている既知のデータとして約15,000品目を保持していること。

＇００（
常用量データベースとして、年齢別、体重別、体表面積別、疾患別の常用量
データを保持していること。

＇０１（
相互作用食品データベースとして、代表的な食品名と医薬品の結び付けが完
備した機能を有していること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０２（
要約版添付文書データベースとして、医療従事者向けに要点をまとめた添付文
書情報を保持していること。

＇０３（
薬品鑑別データベースとして、画像データ、刻印情報を内部に保持しているこ
と。

＇０４（
薬品画像データを内蔵しており、包装変更前のデータとして複数の世代を表示・
閲覧ができる機能を有していること。

＇０５（
画像データは、ヒート変更前の古いデータも保持していること。また錠剤、カプセ
ルの画像は、ヒート、1錠ヒート、裸錠、イメージ画像の4種類を保持しているこ
と。

＇０６（
薬剤情報提供用のマスターデータとして効能効果、副作用、注意事項等の一般
的な文書を保持していること。

＇０７（
注射薬品の患者への情報提供用としての医薬品画像、効能効果、副作用、注
意事項等の一般的な文書を保持していること。

＇０８（ データベースとして、病院関係で500件以上の実績があること。

＇１／（
本データベースの閲覧・照会・検索のためDI業務に耐えうる以下の内容の専用
ソフトを搭載していること。

＇１０（
医薬品の検索は、カナ検索・一般名検索・刻印コード検索・包装コード検索・YJ
コード検索・薬効分類検索の機能を有していること。

＇１１（ 当院採用薬の登録・閲覧・絞込み検索が可能な機能を有していること。

＇１２（
同一薬効品の特定が可能で、そこから後発品の検索・閲覧が可能な機能を有
していること。

＇１３（ 薬価が表示がされており、価格順にソートして表示する機能を有していること。

＇１４（
医薬品の画像は拡大画像表示が可能で、持参薬の鑑別等に有利な機能を有し
ていること。

＇１５（ 相互作用薬品の表示が可能であり、作用機序等の情報が表示されること。

＇１６（
服薬指導用の薬剤情報箋用のマスターデータとして効能効果、副作用、注意事
項等の一般的な文書を保持しており、閲覧可能な機能を有していること。

＇１７（
服薬指導用の各種情報は、調剤注射統合支援システム側にデータ連携が可能
な機能であること。また、連携したデータは当院独自の指導文書としての編集
登録が可能であること。

＇１８（ 添付文書はキーワード別の絞込み検索機能を有していること。

＇２／（
チェックシステムとして、複数薬品の入力に基づく相互作用・同薬効・長期投与・
常用量等のシミュレーション入力機能と、結果表示及び理由・明細の表示が可
能な機能を有していること。

＇２０（ また、上記画面から各種の医薬品情報の検索・閲覧が可能であること。

＇２１（ 簡易的な刻印鑑別報告書の作成及び出力機能を有していること。

CSV・Excel・Word ＇２２（ 院内医薬品集を作成し且つファイル出力する機能を有すること。

＇２３（
医薬品データベースの更新は、データ更新保守契約に基づき月1回・年間12回
の更新が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２４（
医薬品データベースの更新は、調剤注射支援システムが停止することなく、稼
動中の更新が可能であること。

＇２５（
医薬品情報データベースのエンジンは、当院の運用に支障を来たさない性能機
能を有すると判断されること。尚、データベースエンジンは、医薬品情報データ
ベースを利用する全ての調剤支援システム端末にインストールされていること。

WEBサーバ

＇０（
CPUの演算性能は、Xeon＇R（E5502＇1.86GHz（以上またはそれと同等以上の性
能、機能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は4GB以上であること。

＇２（ 物理容量は、HDD147GB＇147GB×2９RAID-1（以上の構成を有すること。

＇３（
OSはMicrosoft社製 Windows Server 2008またはそれと同等以上の性能、機能
を有すること。

＇４（ ディスプレイは対角17インチ以上の液晶カラーディスプレイを有すること。

設置条件 設置条件

＇０（
機器の搬入、据付、配線、配管、調整については、本院の診療業務に支障をき
たさないよう、本院の職員と協議の上その指示によること。

＇１（
設置工事は納入予定日、工事予定期間を事前に本院職員と打ち合わせ、その
スケジュールに従い完了すること。

保守体制

用途に応じてカスタマイズが可能であること ＇０（
装置の運用を円滑に実現するために愛媛県内に営業所を構え営業2名以上・
アフター2名以上・SE1名以上の技術的サポート体制が整備されていること。

＇１（
納入検査確認後、メーカーの定める無償保証期間内は、通常の使用により故
障した場合の無償修理に応じること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

ハード面においてマウスは光学式またはレーザー式マウスであること

レジメンオーダーができること(オーダー側) プリンター出力ができること

レジメン管理ができること

TDMオーダーができること＇オーダー側（ プリンター出力ができること

TDM管理ができること

NST管理ができること＇オーダー側（

引き換え券番号の設定ができること 任意入力が可能であること

薬局日誌の記入が可能であること プリンター出力ができること

調剤内規の設定が可能であること

約束処方の設定が可能であり、容易に変更・追加ができること

「水剤ラベル」「薬袋」「お薬手帳ラベル」等の出力の際
各機器への振り分けは本職員と打ち合わせの上
設定変更が容易にできること

処方箋区分の作成が可能であること
また、容易に追加、変更が可能であること

院内医薬品集の作成が可能であり、ファイル出力が
可能であること＇CSV・Excel・Wordなど（

処方箋の打ちだしの際に「身長」「体重」「Ccr」「eーGFR」等の
出力が可能であり、出力項目の選択ができること

薬袋、水剤ラベル、お薬手帳ラベル、注射ラベルの
フォーマットの変更が可能であること

薬剤鑑別をホストのソフトで実施した場合
服薬指導システムに反映できること

薬袋出力の際に、処方薬の「薬品名」が薬袋に印字できること
また、その設定が容易に変更できること

一包化の際に、分包紙に薬品名が印字できること
また、その設定が容易に変更できること

処方箋の打ちだしの際に、過去データの打ちだしが
可能であること

出力の可否を選択できること

注射処方に関してRp単位での出力、または処方データの
合成が可能であること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

調剤支援システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

締め時間の設定が可能であること
また設定の変更が容易にできること

十分な台数のハンディが準備できること

誤ってUSBを使用した際にでも端末のセキュリティが
確保できていること

ウイルスバスター等

十分な台数のラベルプリンターが準備できること

院内指定抗生物質の使用患者一覧を作成することができ
出力可能であること

CSV・Excel・Word

同一薬剤で、規格違いにて処方された場合にチェックが入ること オーダー側でもチェックが入ること

注射オーダーが来た際に、注射薬を入れるBOX用の
患者氏名ラベルが出力されること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

０－服薬指導システム機能

指導患者の一覧と管理

＇０（
必要であればオーダリングシステムの移動情報を反映し、入院、退院、転棟等
のイベント情報を表示できること。
＇方式は、ベンダー間での打ち合わせにより決定。（

＇１（ 患者登録を入院データ受信時に自動、または手動で行なうことができること。

＇２（ 病棟毎、または担当薬剤師毎の患者一覧が表示できること。

＇３（
入院中の患者について、入院日、ＩＤ、名前から検索を行え、病棟、診療科で絞
込みができること。

＇４（
退院済み患者について、退院日、ＩＤ、名前から検索を行え、病棟、診療科で絞
込みができること。

＇５（
患者毎に、移動情報、処方表示、指導実績がカレンダーで一覧表示できるこ
と。

＇６（ 指導実績から、次に算定できる日を自動で予定として設定し、表示できること。

＇７（ 病棟別に、指定日の指導予定患者の予定表を印刷できること。

＇８（ 患者毎に、申し送り事項を書き込み、情報を共有することができること。

＇０／（
患者コメントは、調剤支援システムとも共有し、同じ情報をリアルタイムに共有で
きること。

＇００（
患者の表示を、ID、ふりがな、病室、入院日、担当医をキーにソートをかけられ
ること。

＇０１（ 患者の表示は薬剤師毎に設定が可能であること。

＇０２（
患者一覧情報に、配薬や初回面談の済など、独自情報の追加入力が可能であ
ること。

依頼オーダの受信

＇０３（
必要であれば指導依頼オーダを受けて、入院患者のうち、依頼のある患者が
認識、抽出することができること。
＇方式は、ベンダー間での打ち合わせにより決定。（

＇０４（ 依頼患者の一覧を抽出することができること。

＇０５（ 指導依頼書を印刷する機能があり、印刷済みは色で識別できること。

＇０６（
進捗管理機能として、担当薬剤師、期間を指定し、記録の登録、カルテ送信、
算定送信の完了・未完了が確認できる機能を有すること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

担当薬剤師の設定

＇０７（
担当薬剤師は、記録を書くことでの自動設定、個人毎の設定、一括設定が可能
であること。

＇０８（
患者０人につき、3名までの薬剤師を担当者として登録することが可能で、担当
者毎の患者一覧が参照できること。

＇１／（
直近の新規入院患者の一覧が表示され、その画面から担当薬剤師が設定でき
ること。

＇１０（ 患者管理表を作成することができること。

＇１１（
必要であれば管理表に必要な、病名、身長、体重、ｱﾚﾙｷﾞｰ等の情報は、オー
ダリングシステムから取込が行なえ、且つ編集が可能であること。＇方式は、ベ
ンダー間での打ち合わせにより決定。（

＇１２（
患者管理表のデータは、設定により、再入院時には前回入院情報を引き継ぐこ
ともできること。

＇１３（ 患者管理表は、印刷、指導記録への添付が行なえること。

＇１４（
患者管理表のフォーマットは、エクセルフォーマットを利用し、ユーザー毎の運
用に合わせたフォーマットを作成できること。

薬歴管理

＇１５（ 薬歴の表示は、薬品毎、RP毎、薬効毎、用法毎の表示切り替えができること。

＇１６（
薬歴の表示は、内服、外用、注射別に表示し、持参薬も分かれて表示できるこ
と。

＇１７（
薬歴画面から、医薬品データベースを利用して薬剤の添付文書及び画像情報
が参照できること。

＇１８（
薬歴画面で、任意の服用日、または任意の薬剤での相互作用を瞬時に抽出で
きること。

＇２／（ 薬歴から、副作用情報の確認を行えること。

＇２０（ 薬歴は、オーダーから取り込み、自動で作成できること。

＇２１（ 薬剤師による任意の修正が可能で、コメントも残すことができること。

＇２２（ 薬歴修正時は、修正前の薬歴も処方歴として確認ができること。

＇２３（
薬歴表の印刷は、持参薬＊内服＊外用＊注射、内服のみ、注射のみの印刷が
選択でき、薬剤ごと、ＲＰ毎も選択できること。

＇２４（ 薬歴表は任意の日付が指定でき０ヶ月単位で印刷できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２５（ 薬歴と同時系列で、服用薬のCP換算値、カロリー値の表示が可能であること。

＇２６（
薬剤管理指導用に、患者基本情報、アレルギー・副作用・感染症情報、薬歴、
検査歴、前回の指導記録内容が印字されたワークシートを出力可能なこと。

＇２７（
薬歴画面上で、鑑別した持参薬についても表示、添付文書・画像確認、処方薬
との相互作用チェック、薬剤情報の発行を行えること。

薬剤情報

＇２８（
薬歴画面から、任意の服用日、または任意の薬剤についての薬剤情報提供書
を出力することができること。

＇３／（
薬剤情報発行時に、指導文内容の編集、画像の選択が行なえ、その場で保存
できること。

＇３０（
薬剤情報に表示する画像は、裸錠画像、裸錠イメージ画像、ヒート画像、０錠
ヒート画像を選択できること。

＇３１（
薬剤情報に表示する画像は、調剤支援システムの調剤形態情報を反映し、薬
剤毎にヒート、裸錠が自動で選択され、また任意の変更も可能であること。

＇３２（
薬剤情報提供用紙に印字される効能効果などの内容は、診療科毎・医師毎・患
者毎に適切な表現内容に編集し出力できる機能を有すること。

＇３３（ 薬剤情報は、内服薬・注射薬に加え、持参薬についても出力可能であること。

＇３４（
薬剤情報内容のメンテナンスは、調剤支援システムと一元管理できること。外
来向けも入院患者向けも同じマスターを利用して行えること。

＇３５（ 薬剤情報に印字する薬品は、Do情報を元に選択することも可能であること。

＇３６（ 薬剤情報は、食事区分ごとの縦割り表示も可能であること。

フォーマットの作成が可能であること ＇３７（
薬剤情報出力時、最大３つのフォーマットを持ち、薬剤情報の過多、患者の状
態に合わせて最適なフォーマットを選択できること。

検査歴

＇３８（ 出力した情報は、指導記録に引用することができること。

＇４／（ 薬歴と検査値データの相互関係が1画面で同時系列毎に表示できること。

検査グループの設定が可能であること
検査グループの変更・追加等が容易にできること

＇４０（
必要であれば検査結果の入力機能があり、または病院ホストコンピューターよ
り、検査結果データを受取り、検査グループ毎に表示できること。＇方式は、ベン
ダー間での打ち合わせにより決定。（

検査データは時刻制、または設定時間毎に
ﾃﾞｰﾀ受け取りが可能なこと

＇４１（ 検査値の表示は、基準値に対しての評価も色分けとグラフ表示で行えること。

患者毎→男・女・子供 ＇４２（ 検査の基準値に関しては、患者毎での設定も可能とすること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

手帳用ラベル

＇４３（ 薬歴から、任意の薬剤を選択し、手帳用ラベルを印刷することができること。

＇４４（ ラベルに限らず、運用に合わせたフォーマットを設定することができること。

記録入力

＇４５（ 指導記録は、自由形式、ＳＯＡＰ形式どちらでも入力可能であること。

＇４６（
薬事部内の情報共有のため、HISとの情報連携に影響されないメモ機能を有す
ること。

＇４７（
指導記録は、効率的に入力できるよう、薬剤、検査値の情報を専用の画面から
引用できること。

＇４８（ よく利用する文書は、定型文として登録し、クリックで引用できること。

＇５／（
テンプレート機能を有し、同じことを何度も書くことの無い様、クリックによる貼り
付け、記入が行なえること。

＇５０（
テンプレートは指導記録の画面上で作成可能で、チェックボックスの設定も行え
ること。

＇５１（
薬歴を閲覧しながらの入力、または検査歴を参照しながらの入力が可能である
こと。

電子カルテ導入の際には指導記録を電子カルテ移行
可能であること

＇５２（
必要であれば記入された指導記録は、任意の操作により電子カルテへ返信さ
れ、患者のカルテ画面から参照できること。＇方式は、ベンダー間での打ち合わ
せにより決定。（

＇５３（
カルテから閲覧する指導記録には、薬情、薬歴といった帳票類を添付して、記
録とともに参照ができること。

＇５４（
指導記録の修正時は、修正履歴を残し、修正前の情報も閲覧することができる
こと。

持参薬鑑別機能

＇５５（
医薬品データベースを利用した他院からの持参薬を鑑別する機能を有し、薬品
名＇一般名（、刻印コード、包装コード、漢方薬番号から薬価収載されている全
ての薬剤を検索し、鑑別報告書を発行することができること。

＇５６（
鑑別時には、画像＇０錠ヒート、１錠ヒート、裸錠、ｲﾒｰｼﾞ（を参照することで、より
薬品識別が容易になること。

＇５７（
検索結果薬品一覧の表示には薬品の画像毎に結果を表示し、最新の画像がど
れであるかを表示される機能または、最新の画像のみを表示させる機能を有し
ていること。

＇５８（
鑑別時には、採用薬品から、自動的に同効薬、同成分薬を抽出し、報告書に記
載することができること。

持参薬鑑別の際に薬品名・一般名の表示が可能であること ＇６／（
鑑別時の同効薬、同成分薬の抽出に関して、検索した持参薬が当院採用薬で
ある場合は、何も表示せず、同成分薬品を表示し、同成分薬が当院採用薬とし
て無い場合は同効薬を表示するといった段階的な表示機能を有していること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６０（
鑑別時の同効薬品の抽出条件はYJコードの桁数を任意に設定でき取込レベル
の調整が可能なこと。

＇６１（
鑑別した薬品は、そのまま患者毎の履歴に登録され、任意で薬歴に登録するこ
とができること。

ホストでの鑑別→ユヤマシステムへ
ユヤマシステム→ホストシステムへ　　移行できること

＇６２（
オーダから取り込まれた処方と持参薬との薬歴がひとつの薬歴画面で管理でき
ること。

フォーマットの作成・変更が容易にできること ＇６３（
鑑別報告書は複数フォーマット出力可能で、運用に合わせて使い分けできるこ
と。

＇６４（ 鑑別時には、過去の鑑別履歴を利用した修正や引用が可能であること。

＇６５（
鑑別時には、調剤支援システムのデータを利用して、前回退院処方や外来処
方のデータを引用できること。

＇６６（
持参薬が、分包品等で検索することもできない不明な薬品の場合、不明薬とし
て画像も含めた登録ができ印刷も可能であること。

＇６７（
鑑別作業時に一時保存機能を有し、鑑別中の急な離席時にもデータを保存し、
別の端末からも一時保存のデータを呼び出して継続して鑑別報告書が作成可
能であること。

＇６８（
鑑別報告書には、患者名、患者ID、病棟、診療科、主治医、鑑別薬剤師、持込
先の施設名、鑑別報告日、薬品名、採用区分、薬効、標榜薬効、画像、刻印情
報、ハイリスク情報、用法、用量、残数を表示できること。

＇７／（
鑑別報告書に印刷する薬品画像は、ヒート、０錠ヒート、裸錠、ｲﾒｰｼﾞ画像から
任意に選択できること。

＇７０（ 複数の薬品を鑑別した後に、表示順を任意に変更することができること。

＇７１（
鑑別結果は、印刷だけでなく、ＵＲＬ呼び出しに可能なＷＥＢビューワーの機能
を有することで電子カルテ上で参照もできること。

＇７２（
鑑別結果は、ＷＥＢ上で一覧表示され、Ｄｒまたは薬剤師の任意の操作により、
継続中止を指示することができること。継続指示のあった薬品のみが薬歴に反
映され、持参薬服用指示箋の発行がが可能なこと。

退院時指導書

＇７３（ 退院時指導書を専用の画面から容易に作成することができること。

＇７４（ 印刷ができ、指導記録に添付して残すことが出来ること。

＇７５（
退院時指導ﾗﾍﾞﾙとして、内服薬、注射薬を含めた過去の服用歴を全て検索し、
薬品単位で指定した薬品リストを作成できること。アレルギーや注意事項、任意
のコメントが出力できるラベルが印刷可能であること。

＇７６（
退院時指導ﾗﾍﾞﾙと退院時の処方ラベルの１種類は同じ画面上で作成、印刷が
できること。

＇７７（
アレルギーや副作用情報は、患者のプロファイル情報から引用可能で、手入力
をしなくても良いこと。

＇７８（
注意事項や調剤上の工夫点は、あらかじめ登録された文章からの選択記入も
できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

服薬指導システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８／（
退院時指導書・退院時指導ﾗﾍﾞﾙに記載された薬剤についての薬剤情報も同じ
画面上で作成、印刷ができること。

利用者管理

＇８０（
ログイン時は、ＩＤとパスワードの認証を行い、指導記録の修正時は履歴の管理
が行なえること。

＇８１（
担当薬剤師以外の人が記録を入力しても、担当者と当日指導者は別〄にデー
タ保存できること。

＇８２（ 薬学生も担当薬剤師として薬学生用の権限レベルで登録可能であること。

＇８３（
薬学生は他者の記録変更や電子カルテへの情報連携ができない仕組みになっ
ていること。

WEB機能

＇８４（
病棟電子カルテ端末上からも、ＷＥＢブラウザを利用して鑑別業務や記録入
力、薬歴参照及び薬剤情報の発行が可能なこと。

＇８５（
ＷＥＢブラウザの当システムから閲覧または入力する情報も、即時サーバー上
に登録され、病院内のどこで利用しても、リアルタイムに情報が反映し、共有さ
れること。

その他

＇８６（
服薬指導支援システムに使用するデータベースは、調剤注射支援システムで
使用する医薬品情報データベースと同一のデータベースを使用することで、
データの一元管理が可能で、更新作業や更新費用負担を軽減できること。

十分量の端末を準備できること ＇８７（
最新の運用に適したシステムとすることから、平成１２年度だけでも、４／件以上
の新規導入実績があること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

０－薬剤管理システム機能

サーバー

＇０（
OS:MicrosoftWindows 2008　Server®  Standard(32-bit) (5CAL付)にて稼働する
こと

＇１（
CPU:Xeon[3.30GHz / 4コア / 8MB 3次キャッシュ内蔵]相当以上の処理能力を
有すること

＇２（ ﾒｲﾝﾒﾓﾘ:4GB以上を有すること

＇３（ 解像度:SXGA(1280×1024ﾄﾞｯﾄ)･1677万色相当の機能を有すること

＇４（ 最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM を有すること

＇５（ HDD:146GB(146GB×2､RAID1構成)相当以上の機能を有すること

＇６（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ｱﾅﾛｸﾞRGB ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ×1)を有すること

＇７（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(RS-232C D-Sub9ﾋﾟﾝ×1)を有すること

＇８（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(USB 2.0準拠 4ﾋﾟﾝ×6以上)を有すること

＇０／（ 日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109Aｷｰ･USB接続)を有すること

＇００（ ｽｸﾛｰﾙﾏｳｽを有すること

＇０１（ ﾈｯﾄﾜｰｸ:1ﾎﾟｰﾄ(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)を有すること

＇０２（
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ:17ｲﾝﾁTFTｶﾗｰ液晶(1280×1024)ﾌﾙｶﾗｰ相当以上の機能を有するこ
と

＇０３（ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:Oracle 11g(11.2.0) Server Standard Editionを稼働させること

＇０４（ 無停電電源装置:ｼｽﾃﾑの安全運用の可能な電力量を有すること

＇０５（ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置(外付けHDD、1TB以上)を有すること

クライアント＇管理端末装置（

＇０６（ OS:Windows 7 Professional(32-bit)正規版にて稼働すること

＇０７（ CPU:ｲﾝﾃﾙCore　i3　2120＇3.30GHz)相当以上の処理能力を有すること

＇０８（ ﾒｲﾝﾒﾓﾘ:2GB以上を有すること

＇１／（ 解像度:SXGA(1280×1024ﾄﾞｯﾄ)･1677万色相当の機能を有すること

＇１０（ 最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM を有すること

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１１（ 250GB以上のHDDを有すること

＇１２（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(ｱﾅﾛｸﾞRGB ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ×1)を有すること

＇１３（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(RS-232C D-Sub9ﾋﾟﾝ×2)を内蔵・増設問わず有すること

＇１４（ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(USB 2.0準拠 4ﾋﾟﾝ×6)以上を有すること

＇１５（ 日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ(109Aｷｰ･USB接続)を有すること

＇１６（ ｽｸﾛｰﾙﾏｳｽを有すること

＇１７（ ﾈｯﾄﾜｰｸ:1ﾎﾟｰﾄ(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)を有すること

＇１８（
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ:17ｲﾝﾁTFTｶﾗｰ液晶(1280×1024)ﾌﾙｶﾗｰ相当以上の機能を有するこ
と

＇２／（ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ:Oracle11g(11.2.0)Clientを稼働させること

Excel・Word・PowerPoint ＇２０（ ｵﾌｨｽｿﾌﾄ:Microsoft Office 2007 Standard相当以上の機能を有すること

プリンター

＇２１（ A4用紙での印字が可能であること

＇２２（ ﾓﾉｸﾛ印字が可能なこと

＇２３（ 標準給紙ｶｾｯﾄは、最大500枚ｾｯﾄできること

＇２４（ ﾌﾟﾘﾝﾄ解像度は、1,200dpi×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi

＇２５（ 印字速度:A4ｻｲｽﾞ36ﾍﾟｰｼﾞ/分以上の印字速度を有すること

＇２６（ ﾈｯﾄﾜｰｸ:1ﾎﾟｰﾄ(100BASE-TX / 10BASE-T)を有すること

ハンディターミナル

＇２７（ メモリ(フラッシュメモリ)8MB(ユーザエリア約4MB)を有すること

＇２８（ QVGA(240×320ﾄﾞｯﾄ)以上のｶﾗｰ表示領域を有すること

＇３／（ 読み取り確認は、青・赤・緑3色LED,ブザー,バイブレータで行えること

＇３０（
次のﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読み取りが可能なこと
 EAN-13/-8(JAN-13/-8),UPC-A/-E,UPC/EAN(ｱﾄﾞｵﾝ付),Interleaved 2 of
5,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),Standard 2 of

＇３１（ キー入力部は、電源キーを含む24キー+2トリガキーを有すること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３２（ 通信方式は、赤外線(IrDA-SIR Ver1.2[Low Power]（に準拠すること

＇３３（ 通信用ｲﾝﾀﾌｪｰｽに、RS-232C(115.2kbps　MAX.)を有すること

＇３４（ 通信用ｲﾝﾀﾌｪｰｽｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙ(PC(Dsub9S)-(Dsub9S))を付属すること

＇３５（
本体充電器を兼ねた、通信ユニットを付属することとし、
通信方式はﾊﾝﾃﾞｨ本体，通信ﾕﾆｯﾄ間は、赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low
Power]準拠)通信とし、

＇３６（ 本体充電器は、約２～３時間程度で充電完了となる機能を有すること

＇３７（
ﾊﾝﾃﾞｨ本体は、ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰにて稼働し、連続稼働可能時間が20時間以上
であること

＇３８（ ｺﾝｸﾘｰﾄ面から1.2mの高さでの対落下強度を有すること

＇４／（ BHT-BASIC4.0で開発されたﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが稼働すること

スイッチングハブ

＇４０（ 全ﾎﾟｰﾄは、1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tに対応すること

＇４１（
全ﾎﾟｰﾄ1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T　Full-Duplex/Half-Duplex機
能を有すること

＇４２（
全ﾎﾟｰﾄ1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T　Auto-Negotiation機能を有
すること

＇４３（ LANﾎﾟｰﾄ数は、機器構成上必要となる数を備えていること

＇４４（ 放熱性に優れた金属筐体であること

＇４５（ ノイズや静電気に強い高信頼「VCCI/FCC Class B」の認証を取得していること

＇４６（ 電源は内蔵されていること

その他

＇４７（
ＬＡＮケーブルはCAT5e以上の規格で、システム構成上必要な長さおよび数量
を揃えること

＇４８（ 電源延長ケーブルは、システム構成上必要な長さおよび数量を揃えること

ソフトウェア仕様

マスタ



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５／（

薬品マスタを保持し、下記の項目を有すること
＇物品コード、物品名、カナ名、規格、在庫単位、消費単位、受払単位、薬価単
位、請求ロット単位、
　物品科目、医事コード、剤形コード、保険請求区分、経過措置区分、薬効分
類、管理区分、保管区分、　納品場所、ＹＪコード、現薬価、現薬価改定日、発
注点在庫数、基準在庫数、棚番号、棚コメント、　償還区分、採用フラグ、採用
日付、採用中止日付、即消費区分、有効期限、保存期間、予備コード０～２、
商品コード、商品名、カナ名、包装容量、仕入単位、入り数、発注ロット、ハン
ディコード、Ｊ

各種項目とも出力可能であること
CSV・Excel・Word

＇５０（

次のマスタを保持すること
物品科目ﾏｽﾀ、単位ﾏｽﾀ、剤形ﾏｽﾀ、薬効分類ﾏｽﾀ、管理区分ﾏｽﾀ、保管区分ﾏ
ｽﾀ、納品場所ﾏｽﾀ、償還区分ﾏｽﾀ、ﾒｰｶｰﾏｽﾀ、税処理ﾏｽﾀ、納入業者ﾏｽﾀ、発
注方法ﾏｽﾀ、契約区分ﾏｽﾀ、定数設定ﾏｽﾀ、定数調整ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏｽﾀ、定期発注ﾏｽ
ﾀ、ｻｲｸﾙ登録ﾏｽﾀ、ｾｯﾄﾊﾟﾀｰﾝﾏｽﾀ

＇５１（ 定数設定ﾏｽﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ画面には、ｶﾀﾛｸﾞNO、規格、ﾒｰｶ名が表示されること

CSV・Excel・Word　　薬局・用度どちらからでも可能であること ＇５２（ マスタはCSV出力が可能なこと

＇５３（ メーカーおよび納入業者の統合・分割の際の一括更新処理を有すること

＇５４（
新規採用薬が発生した場合、既存登録マスタ品より類似作成機能を使用するこ
とにより、マスタ作成処理を簡略化できること。

薬局→用度
用度→薬局　どちらからでも反映すること

＇５５（ 薬品マスタの登録・修正が手動ででき、メンテナンスが容易にできること。

＇５６（
薬品マスタの登録・修正した内容をコメント入力にて登録することが可能なこと。
また、登録された文書については履歴保持し一覧で参照が可能なこと。

＇５７（ 各種処理において、薬品検索が先頭一致、部分一致などの検索が可能なこと。

＇５８（ 契約区分については、契約区分名称を任意に編集できること。

＇６／（
自社マザーマスタより、薬品マスタの内容更新ができること。また、ＪＡＮコードも
しくは各種検索キーで品目を呼び出し医薬品の新規登録が行えること。また、
JANｺｰﾄﾞの一覧ﾌｧｲﾙから、複数品目を一括登録できること

発注業務

＇６０（ 必要な薬品、数量を手動にて指定し、発注情報を作成できること。

＇６１（ 業者指定の有無を問わず、業者ごとの発注書が作成出来ること。

定点、ハンディ入力　各〄のデータを合算、どちらかを優先でき
用途により選択できること

＇６２（ 発注情報の入力は、複数の端末から入力できること。

発注点の一覧が出力できること
CSV・Excel・Word

＇６３（
発注定数の設定により、在庫量を基準に、発注定数を割った薬品の発注情報
を自動算出できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６４（
発注定数から発注情報を算出する際は、既に発注済みで未納となっている数
量は在庫数に加算して発注情報が作成できること。

＇６５（
自動算出された発注情報は、発注送信前に薬品の追加･削除･数量変更ができ
ること。

＇６６（
過去の仕入実績・消費実績から、平均発注情報を算出した結果に任意に発注
係数を設定して発注情報が作成できること。

＇６７（
過去の仕入実績・消費実績から、算出した発注情報を入力する画面と、臨時で
薬品を手動にて入力する画面として、用途に応じて2画面を切り替えて発注情
報を入力できること。

＇６８（
過去の仕入実績・消費実績から、算出した発注情報をグループ別にマスタ登録
が行え、マスタ画面上で薬品の追加・修正・削除ができること。

＇７／（
発注入力画面上で指定した薬品の倉庫在庫数、発注・購入実績の参照ができ
ること。

＇７０（
JANｺ-ﾄﾞ、NW-7、EAN128、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞ、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-
128をバ-コ-ドリ-ダ-又はハンディタ-ミナルで読み取らせ、発注情報を作成でき
ること。

＇７１（
入力画面上にて、発注送信前の発注情報は任意に呼び出し、作成済み発注情
報の検索・削除・帳票出力ができること。

＇７２（ 発注情報を指定ＶＡＮ業者へ自動送信できること。

＇７３（ 発注方法の設定は、卸別薬品別の設定ができること。

備考欄にでも入力可能であること ＇７４（ 発注処理の際に、納期を入力できること。

＇７５（ 発注入力の際、明細行に備考欄を保持し、コメント入力ができること。

＇７６（ 発注予約機能を持っていること。

＇７７（
発注画面上で過去の発注実績・仕入実績・消費実績を切り替えて参照すること
ができること

＇７８（ 中止薬品の発注時には、警告メッセ-ジ表示を行うことができること。

＇８／（
未納の薬品が発生している場合、薬品を入力した時点で未納の判別ができるこ
と。

仕入業務

＇８０（
発注した薬品が完納の場合は、発注番号、納入業者、発注日を任意に指定し、
発注情報を呼び出し、仕入情報を一括で自動作成できること。

サウンド処理が可能であること ＇８１（

ハンディタ-ミナルに発注情報を取り込み、検品時にJANｺ-ﾄﾞ、NW-7、EAN128、
GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞ、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-128を読み込み仕入情報が
作成できること。また、未発注薬品・過剰発注数を読み込んだ際は警告メッセ-
ジを表示できること。

＇８２（
ハンディタ-ミナルにて、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-128を読み取り仕入れ
作業が行えること。またその際に、読み取った有効期限およびロット番号は仕
入時の記録として保持できること。

＇８３（
０仕入れにつき同一薬品で有効期限もしくはロット番号が複数種発生した場合
は、それぞれ分割して情報を保持できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８４（ 仕入入力の際、明細行に備考欄を保持し、コメント入力ができること。

＇８５（
発注した薬品が分納の場合は、発注番号、納入業者、発注日を任意に指定し、
発注情報を呼び出し、分納処理ができること。

＇８６（ 画面上にて、作成済み仕入情報の検索・削除・帳票出力ができること。

＇８７（
未納品を、発注日、納入業者、を指定し画面上にて検索し、「未納品リスト」を出
力できること。

＇８８（
「納入業者別仕入明細」、「納入業者別仕入返品明細」を画面上にて検索し、帳
票出力できること。

＇０／／（ 倉庫非在庫品＇直納品（等は、仕入時に払出情報を同時に作成できること。

返品業務

出力が可能であること
プリンター・CSV・Excel・Word

＇０／０（
必要な薬品、数量を手動にて指定し、納入業者への返品情報を作成できるこ
と。

＇０／１（ 画面上にて、作成済み返品情報の検索・削除・帳票出力ができること。

＇０／２（
ハンディタ-ミナルにて、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-128を読み取り返品作
業が行えること。またその際に、読み取った有効期限およびロット番号は返品
時の記録として保持できること。

＇０／３（
返品入力の際はマスタ登録されている納入業者・納入金額を変更して入力がで
きること。

＇０／４（
薬品を返品した時点で、予約情報として入力し、返品処理が確定した時点で本
登録ができること。

＇０／５（
部署から倉庫へ返却された薬品を納入業者へ返品する場合は、部署から倉庫
への返却情報と納入業者への返品情報を一括して登録ができること。

＇０／６（ 返品伝票の出力ができること。

部署別消費管理

＇０／７（ 必要な薬品、数量を手動にて指定し、部署別消費情報を作成できること。

＇０／８（ 入力画面では、消費部署の在庫数が確認できること。

＇００／（
入力の際に、有効期限やロットＮｏを入力し記録として保持することが可能なこ
と。

＇０００（
JANｺ-ﾄﾞ、NW-7、EAN128、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞ、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-
128をハンディタ-ミナルで読み取らせ、消費情報を作成できること。

＇００１（
内服処方情報を調剤支援システムより取り込み、調剤結果をもとに内服薬の形
態別に消費情報を作成できること。

＇００２（
処置済みの処方箋区分がある場合に処方情報を取り込み、部署別消費情報を
作成できること。

＇００３（
作成済み消費情報を、消費日、消費部署、薬品コ-ド、を任意に指定し画面上に
て検索し、明細単位又は期間指定で集約した「部署別消費リスト」を出力できる
こと。

＇００４（
作成済み消費情報を、消費日、消費部署、を任意に指定し画面上にて検索し、
削除できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００５（
廃棄・破損・ロスした薬品、数量を手動にて指定し、部署別に廃棄情報を作成で
きること。

＇００６（
廃棄情報入力の際には、その理由についても入力できること。かつ理由につい
てはあらかじめ代表的なものをマスタとして登録できること

在庫数は補正してから廃棄・出庫する必要がある。 ＇００７（
「部署別消費リスト」、「廃棄・破損・ロスリスト」検索を画面上にて検索し、帳票
出力できること。

受払＇出庫（管理

＇００８（
必要な薬品、数量を手動にて指定し、倉庫から部署へ受払情報を作成できるこ
と。

＇０１／（ 入力画面では、受払元部署の在庫数が確認できること。

＇０１０（
受払情報作成により、払出元部署の在庫を減尐させ、払出先部署の在庫を増
加させること。

＇０１１（
JANｺ-ﾄﾞ、NW-7、EAN128、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞ、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-
128をハンディタ-ミナルで読み取らせ、受払情報を作成できること。

＇０１２（
ハンディターミナルの受払数量の登録は、バラ＇０本（単位、包装単位のどちら
の単位でも入力ができること。

＇０１３（
ハンディターミナルで登録済みの受払情報は、ハンディターミナル上で修正・削
除ができること。

＇０１４（
ハンディターミナルから読み込んだ受払情報は、入力画面に表示し、入力画面
で薬品・受払数量、部署、日付の修正・削除ができること。

＇０１５（
入力画面では、その理由についても入力できること。かつ理由についてはあら
かじめ代表的なものをマスタとして登録できること

＇０１６（
注射処方情報を注射払出支援システムより取り込み、調剤結果をもとに各部署
への受払情報を作成できること。

在庫がマイナスの場合は、サウンド処理、画面処理が
可能であること

＇０１７（ 登録時に、入力した内容の「受払伝票」を出力することが可能なこと

＇０１８（
作成済み受払情報を、受払日、払出元部署、払出先部署、薬品コ-ド、を任意に
指定し画面上にて検索し、明細単位又は期間指定で集約した「受払リスト」を出
力できること。

＇０２／（
作成済の受払情報を、受払日、払出先部署、払出元部署、を任意に指定し画
面上にて検索し、削除できること。

 部署請求管理

＇０２０（
各部署に設置しているオ-ダリング端末に相乗りした形で、各部署から必要な薬
品の請求情報を作成できること。

＇０２１（
オ-ダリング端末に相乗りする場合は、プログラムをインスト-ルするＣ．Ｓ版もし
くは、インタ-ネットエクスプロ-ラを利用したＷＥＢ版を選択することが可能であ
ること。

薬品請求が可能であること ＇０２２（ 請求情報を入力・登録する際には、仮登録状態にすることが可能なこと。

＇０２３（
請求情報を入力する際の請求単位は、指定した部署において、通常の請求単
位＇本、瓶など（とは異なる請求単位＇包装単位９箱など（で入力できること。

1回の最大請求可能回数が設定できる
1日数回請求すれば、追加請求が可能であること

＇０２４（ 管理側は、薬品ごとに最大請求可能数を設定することが可能なこと

薬品セットの登録が可能であり、また変更・追加が可能で
あること

＇０２５（
部署別に使用頻度の高い薬品をマスタ登録し、薬品入力時に呼び出し、請求
数量のみで入力ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０２６（
照会画面では、受け付け状況が「未処理」「未納」「処理済み」など判別がつくこ
と

 在庫管理

＇０２７（ 各部署から請求される薬品・請求数量はシステム管理者により制限できること。

＇０２８（
各部署の薬品ごとに、異なる基準点、請求点の設定ができること。また、請求
点、基準点から各部署から倉庫への請求情報を自動算出できること。

＇０３／（
各部署からの請求数に対して倉庫の在庫数から払出可能数を算出し、払出で
きない薬品を抽出し、未払出数を発注情報として作成できること。

＇０３０（
各部署の薬品ごとに、消費実績から平均値を算出し、適正基準点、適正請求点
の設定ができること。

＇０３１（ 部署別の定数情報を画面にて検索でき、帳票出力できること。

＇０３２（ 部署在庫設定状況を画面にて検索でき、帳票出力できること。

＇０３３（ 現在在庫状況を画面にて検索でき、帳票出力できること。

調剤支援と連動し、最終使用の日付、処方医が分かること。 ＇０３４（
不動在庫状況を、不動日数を指定し画面上にて検索でき、帳票出力できるこ
と。

＇０３５（
期間、部署、薬品コ-ド、剤形コ-ド、管理区分、薬効分類コ-ドを指定し、部署別
に明細単位もしくは期間指定で集約した倉庫受払台帳を出力できること。

＇０３６（ 在庫評価法は「先入先出し法」を採用していること。

外部出力機能

CSV・Excel・Word　出力が可能であること システムより以下の情報等を随時にＣＳＶファイル出力でき、加工できること。

＇０３７（ ・薬品マスタ

＇０３８（ ・部署マスタ

＇０４／（ ・部署定数マスタ

＇０４０（ ・発注情報

＇０４１（ ・仕入情報

＇０４２（ ・返品情報

＇０４３（ ・在庫情報

＇０４４（ ・棚卸情報

＇０４５（ ・入札情報



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０４６（ ・月末在庫情報

＇０４７（ ・薬品別消費情報

＇０４８（ ・薬効マスタ

棚卸管理

＇０５／（
バ-コ-ド付棚卸一覧表を出力できること。また、棚卸一覧表にシステム上の理
論在庫を出力できること。

＇０５０（ 棚卸一覧表の出力する際に、棚番号の範囲指定での出力が可能なこと。

＇０５１（
棚卸作業により棚卸一覧表に記入された実棚在庫をクライアント端末より入力
できること。

＇０５２（
棚卸一覧表に印字されたバ-コ-ドを、ハンディタ-ミナルで読み取り、薬品マスタ
と連動した薬品名称がその場で確認できること

＇０５３（
棚卸作業では、ハンディタ-ミナルによるJANｺ-ﾄﾞ、NW-7、EAN128、GS1-RSSﾘﾐ
ﾃｯﾄﾞ、GS1-RSSﾘﾐﾃｯﾄﾞｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ、GS1-128の読み取りによる実棚在庫確認作業
が可能なこと。

＇０５４（
棚卸入力された実棚在庫と理論在庫の差を棚卸調整デ-タとして自動作成でき
ること。

マイナス在庫の薬品は色の変化で表示できること ＇０５５（ システム上の理論在庫数がマイナス数量になっている薬品を抽出できること。

納入価格の差額、％　表示ができ一覧を
定価＇薬価（出力可能＇CSV・Excel・Word（であること

＇０５６（ 棚卸結果を画面・帳票に出力できること。

入札管理

＇０５７（ 現在の薬品仕入条件をもとに契約マスタを作成できること。

＇０５８（ 契約マスタの修正ができること。

＇０６／（ 入札対象薬品デ-タを帳票に出力できること。

＇０６０（ 入札に必要なデ-タ・様式をＦＤに容易に保存できること。

＇０６１（
各納入業者がＦＤに入力したデ-タを容易にシステムに更新し、自動的に比較し
て同一薬品ごとに最安価の納入業者名と価格の判別ができること。

＇０６２（ 応札金額が同金額の場合は、チェックリストの出力ができること。

＇０６３（ 上記で判別したデ-タを一括で薬品マスタ更新できること。

＇０６４（ 取り込んだ応札デ-タの修正・削除ができること。

＇０６５（ 落札情報より最低価格の薬品を自動で落札できること。

＇０６６（ 契約開始日に遡っての金額情報の修正を一括で更新できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０６７（
契約情報＇納入業者・納入価・契約区分・改訂日（の履歴を10件以上保有できる
こと。

＇０６８（ 実績デ-タをもとに新旧価格での影響状況を帳票に出力できること。

＇０７／（ 契約デ-タをもとに単価契約書を帳票出力できること。

＇０７０（ 契約デ-タを帳票に出力できること。

＇０７１（ 応札デ-タを帳票に出力できること。

その他の性能・機能

CSV・Excel・Word ＇０７２（ 出力される帳票等については、印刷前に画面確認できること。

＇０７３（
各種デ-タが、市販のソフトウェア＇MicrosoftEXCEL等（で加工可能な形式＇ＣＳ
Ｖ形式等（でファイル出力できること。

＇０７４（ 常時過去5年間のデ-タ等の検索がリアルタイムにできること。

＇０７５（ デ-タのバックアップが容易に行えること。

＇０７６（
各画面にログイン制御をかけられること。また、マスタ参照、マスタ入力、デ-タ
入力、帳票出力など、その作業グル-プを登録することでセキュリティを確保す
ることが可能なこと。

出力帳票

以下の帳票が出力できること。

＇０７７（ ・発注書

＇０７８（ ・購入伺書

＇０８／（ ・発注リスト

＇０８０（ ・仕入リスト

＇０８１（ ・返品リスト

＇０８２（ ・返品伝票

＇０８３（ ・未納品リスト

＇０８４（ ・納入業者別仕入返品リスト

＇０８５（ ・仕入推移表

＇０８６（ ・現在在庫リスト



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０８７（ ・受払リスト

＇０８８（ ・消費リスト

＇１／／（ ・廃棄・破損・ロスリスト

＇１／０（ ・部署別在庫リスト

＇１／１（ ・死蔵品リスト

＇１／２（ ・在庫表

＇１／３（ ・部署別払出月報

＇１／４（ ・部署別消費集計表

＇１／５（ ・納入業者別仕入集計＇明細（表

＇１／６（ ・メ-カ-別仕入集計＇明細（表

＇１／７（ ・薬効剤形別購入実績表

＇１／８（ ・仕入先別月別購入合計表

＇１０／（ ・薬品先別月別購入合計表

＇１００（ ・年次受払表

＇１０１（ ・物品ランキング表

＇１０２（ ・納入業者ランキング表

＇１０３（ ・メ-カ-ランキング表

＇１０４（ ・見積業者決定一覧表

＇１０５（ ・見積同値リスト

＇１０６（ ・仕入薬価差率表

＇１０７（ ・納入決定通知書

＇１０８（ ・納入業者別契約書

＇１１／（ ・薬価・納入価履歴表



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

薬剤管理システム機能
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１１０（ ・業者別仕入返品明細表

導入作業

＇１１１（
導入システムの搬入、据付、調整、ネットワ-ク設定、ソフトウェアのインスト-ル
を行い、各機器の動作確認を行うこと。

＇１１２（
導入時の作業日程＇スケジュ-ル（を提示し、作業においては病院担当者の了
承を得て行うこと。

＇１１３（
調査作業は、病院職員の負担が最小限となるようスム-ズかつ迅速に行えるこ
と。

＇１１４（ 導入作業の進捗管理は、病院職員と協力して実施すること。

＇１１５（
本システムの管理対象薬品について、病院職員に対して薬品マスタ登録に関
するノウハウを提供し、病院職員と協力して薬品マスタ等の本システムに必要
なファイルを作成すること。

＇１１６（ 本院向け操作マニュアルを作成し提供すること。

＇１１７（
導入・稼動に際して病院職員に対してシステムの運用及び操作の教育を十分
に実施し、実際の運用、操作に誤りが生じないように図ること。

＇１１８（
稼動後に数日間運用に立会い、本システムが支障なく稼動していることを確認
すること。

＇１２／（
設置後は十分に調整し、機能及び動作等の試験を行い、異常のないことを確
認後病院職員の検査を受けること。

保守体制

＇１２０（
ソフトウェアの障害発生時には、通信回線によるリモ-トメンテナンスが行えるこ
と。ただし、通信回線は病院敷設のものを利用する。

＇１２１（
ハ-ドウェアの障害発生時には、オンサイト保守、センドバック保守、代替器の貸
し出しなどの機器にあった対応が可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

物流システム機能
回答 備考欄

０－物流システム機能
サーバー 物流ｼｽﾃﾑが安全かつ快適に運用できるOS、CPU、Memory、その他機能、性

能、装備を有していること

無停電電源装置により停電時に電気の安定供給ができること

クライアント端末＇物流ｼｽﾃﾑ管理者用端末装置仕様（ OS Windows 7 Professional (32-bit)正規版以上にて稼働すること

管理者用端末　２台　＇用度係１台＊中央材料室０台（ CPU Intel Core i7-3770 3.9GHz 相当の処理能力を有すること

MaineMemory 8GB以上を有すること

最大8倍速 DVD-ROM / 最大24倍速 CD-ROM 以上の性能を有すること

500GB以上のHDDを有すること

Microsoft Office 2010 Standard相当以上のｿﾌﾄを有し、PowerPointがinstallさ
れていること

無停電電源装置又は内臓ﾊﾞｯﾃﾘｰにより停電時に電気の安定供給ができること

物流ｼｽﾃﾑが安全かつ快適に運用できる、その他機能、性能、装備を有してい
ること

プリンター B5～A4用紙以上での印字が可能で、ﾌﾙｶﾗｰであること

　プリンター　１台＇用度係０台＊中央材料室０台（ 鮮明な解像度、快適な印字速度、必要なﾎﾟｰﾄ数を有していること

ハンディーターミナル 物流ｼｽﾃﾑ運用上必要な全てのﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読み取りが可能であること

ハンディーターミナル　５台
ハンディーターミナル充電器　５台

作動に支障のない十分なﾒﾓﾘｰを有し、ｸﾗｲｱﾝﾄ端末と快適な通信ができること

ハンディーターミナル用バッテリー予備　５個 ｷｰ入力の操作性に優れていること

読み取り確認は、ﾗｲﾄ、電子音、振動などで確実にできること

請求処理、納品処理、払出＇消費（処理ができ、直接ﾃﾞｰﾀ更新ができること

全ての入出庫情報、在庫情報、ﾏｽﾀ情報の閲覧ができること

ﾊﾝﾃﾞｨｰﾀｰﾐﾅﾙと同数以上の充電器、予備ﾊﾞｯﾃﾘｰがあること

スイッチングハブ、その他 全てのﾎﾟｰﾄについて、機器構成上必要な機能、数量、安全対策＇静電気、放熱
性（を備えていること

LANｹｰﾌﾞﾙは機器構成上必要なｶﾃｺﾞﾘｰ、長さ、数量を備えていること

電源ｹｰﾌﾞﾙ類は機器構成上必要な長さ、数量を備えていること

情報入出力機能全般 ﾏｽﾀ情報、各処理ﾃﾞｰﾀ、統計などはＥｘｃｅｌ形式によりXLS作成、出力ができるこ
と

上記に加え、Ｅｘｃｅｌﾌｫｰﾏｯﾄに入力した内容をｼｽﾃﾑに取り込み反映できること

マスタ連携機能及び原価計算 物品ﾏｽﾀを医事側で参照し、医事ｺｰﾄﾞ、単位などを作成、更新できること

物品ﾏｽﾀ1件ごとに医事ｺｰﾄﾞの設定の有無、ｺｰﾄﾞ番号などが確認できること

原価計算書＇各部署程度（を作成できること

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



将来的に主となる電子媒体に接続し、より詳細な原価計算、経営分析、財務支
援などに活用できる構成であること

ユーザーＩＤ管理 院内で一元管理でき、ﾕｰｻﾞｰＩＤの登録、変更、削除、制限が容易にできること

ﾕｰｻﾞｰＩＤにより物品情報を検索、閲覧できること

ﾕｰｻﾞｰＩＤごとに閲覧できる情報＇単価契約金額など（を制限できること

ﾏｽﾀ更新は管理部署ﾕｰｻﾞｰＩＤのみに制限できること

ﾛｸﾞｲﾝ者名と部署を表示できること

検索機能全般
ﾒｰｶｰ、部署、支出科目＇款項目（など条件指定による絞込が可能であること

ｺｰﾄﾞ検索時にﾊﾞｰｺｰﾄﾞが使用できること

ｶﾅ検索、英数字検索ができること

先頭一致、部分一致などの検索ができること

過去10年以上の全ての処理情報が保持され、常時検索ができること

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能 全てのﾃﾞｰﾀが自動的にﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟできること

マスタ管理業務 全てのｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ端末でﾏｽﾀ情報を閲覧できること

病院内で一元管理でき、指定した項目のみを一覧表示し、手動によるﾒﾝﾃﾅﾝｽ
がﾘｱﾙﾀｲﾑに、かつ容易にできること

物流ｼｽﾃﾑ運用に必要な全ての項目においてﾏｽﾀを有していること

汎用項目が10項目以上設定できること

同一物品ｺｰﾄﾞで０物品につき２種以上の定価、納入価、包装単位、取引業者、
償還価などを設定できること

入札材料、償還材料、置材、給食材料、消耗品などを識別して登録できること

内税、外税、非課税の区分を指定して登録できること
また、消費税率の変更に対応できること

物流ｼｽﾃﾑのﾏｽﾀと医事連携用ﾏｽﾀを識別して登録できること

部署ごと、支出科目＇款項目（ごとに検索、表示、更新できること

物品のｾｯﾄ情報の登録、修正、削除ができること

MEDIE、MEDIS-DCなどから情報＇画像含む（を取り込むことができること

材料ごとの予備情報＇ﾘｺｰﾙ履歴、規格変更、製造終了など（を登録、修正、削
除できること

患者負担の物品について、病院販売価格、薬事法＇高度医療管理機器販売（な
どの抵触の有無の登録、修正、削除ができること

全てのﾏｽﾀ情報は指定したＥｘｃｅｌﾌｫｰﾏｯﾄから、特定項目の修正内容を取り込
み更新ができること

物品ﾏｽﾀの登録、更新した内容をｺﾒﾝﾄ入力できること

償還材料について、診療報酬改定時には、償還価格情報が記憶媒体または通
信で提供され、簡易な方法で更新できること

償還材料以外の材料についても、最低年０回は記憶媒体または通信でﾃﾞｰﾀ更
新ができること

記憶媒体または通信での情報更新ができない材料の識別ができること

保険請求算定基準入力欄があり、登録、修正、削除ができること

償還価格の登録について、使用面積や分量により算出するものは、償還価格と
同時に算定方法が登録、修正、削除できること



ｼｽﾃﾑを停止せず更新ができること

ﾏｽﾀ更新日を確認できること
別に、償還価更新日を確認できること

ﾒｰｶｰなどの会社統合・分割情報などの一括更新機能を有すること

ｶｰﾄﾞ管理対象物品については、ﾏｽﾀ登録時にｶｰﾄﾞも作成できること
また、個別に指定し、いつでも必要なｶｰﾄﾞを作成できること

ｼｰﾙ管理、ｶｰﾄﾞ管理の登録、更新ができること

物品単価契約対象物品の有無を登録、更新ができること

在庫管理 ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑとｸﾗｲｱﾝﾄが共用できること

全てのｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞ端末のｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞﾒﾆｭｰから、物流ｼｽﾃﾑが起動できること

シール発行機　１台　＇用度係０台＊中央材料室０台（
ｸﾗｲｱﾝﾄのﾗｲｾﾝｽはﾌﾘｰであり、将来端末増設を実施時に、物流ｼｽﾃﾑとして新
たなﾗｲｾﾝｽ費用が発生しないこと

カード 発行機　１台　＇用度係０台＊中央材料室０台（
シール、カード　導入後０年分程度

ﾊﾟｯｹｰｼﾞのﾓｼﾞｭｰﾙの更新時に、自動的に更新資源が各ｸﾗｲｱﾝﾄで適用されるｼ
ｽﾃﾑであること

物流ｼｽﾃﾑで扱うことのできる物品は、当院における全ての物品であること

複数台のﾊﾟｿｺﾝでの運用に対応できること

医事用ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼｰﾙを医事係で読み込み、保険請求漏れを防止できること

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ機能＇電子掲示板（を有していること

各処理内容を一覧表示し、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、手動にて各処理が容易にできること

各部署で入力のあった時は、管理部署に通知する機能を有していること

部署別、物品別で定数を設定することができること

先入先出しで管理できること

各在庫情報を参照し、修正などができること

在庫数は０物品につき２種以上の価格、取引業者、包装単位などの設定により
管理できること

０物品の内訳０種ごとで倉庫間移動、複数倉庫を作成できること

部署在庫金額計算方法は最終納入単価を含めた設定ができること

破損や日切れ発生時には、理由別に処理できること

部署、物品を指定して入力された在庫数になるよう調整出庫できること
また、調整日付は変更可能でその日時点の在庫数として更新できること

長期間使用、購入されていない物品を抽出できること

将来的に主となる電子媒体との連携時には、それまでのﾃﾞｰﾀやﾏｽﾀを完全に
活用することができるとともに、機能の拡張のみならず、柔軟な運用提案を行う
ことが可能なﾍﾞﾝﾀﾞｰのｼｽﾃﾑであること

在庫管理に必要なｼｰﾙ発行機などの機器を必要数配置すること

ｼｰﾙ、ｶｰﾄﾞ、ｲﾝｸ、ﾊﾞｯﾃﾘｰなど今後購入の必要がある消耗品価格を提示するこ
と
また、提示された価格は尐なくとも導入後４年間は値上げしないこと

発注業務 手動、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞで発注情報を作成、検索、修正、削除などが容易にできること

定数と残数により発注ﾃﾞｰﾀを自動作成できること

定数管理において、未納数は在庫数に加算して発注情報が作成できること

未納がある物品の発注情報作成した時は、未納数がわかること

発注情報入力時には過去の実績を参照できること

各部署で入力した発注ﾃﾞｰﾀで、既に管理部署にﾃﾞｰﾀ送信されている場合、各
部署での修正はできないこと
必ず管理部署に連絡後、管理部署で修正、業者連絡できる体制をとること



発注情報の全てが一覧参照できること
また、部署別、業者別、支出科目別＇款項目（に参照できること
また、その参照画面から修正などの処理ができること

発注業務に必要な全てのﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報を読み取らせ、発注情報を作成できるこ
と

０品目ごとに注文番号を作成し、同年度中には同じ注文番号を作成しないこと
また、注文番号は発注書に記載されることにより業者に通知できること

業者ごとの発注書を発行できること
発注書にはｼｰﾙ添付の有無の印がつけられること

発注書＇発注情報（を指定業者へ自動ＦＡＸ送信できること

発注時に納期を入力できること

入力画面に備考欄を保持し、ｺﾒﾝﾄ入力ができること

発注予約機能を持っていること

中止物品の発注時には、警告ﾒｯｾｰｼﾞを表示できること

発注ﾃﾞｰﾀをもとに、ｶﾞｰﾄﾞ管理のみ以外の物品はｼｰﾙ発行ができること
また、物品を指定し、個別でｼｰﾙを発行できること

発注ﾃﾞｰﾀをもとに対象品目に対し、医事請求用ｼｰﾙが発行できること
また、物品を指定し、個別で医事請求用ｼｰﾙを発行できること

各部署からの請求数に対して倉庫の在庫数から払出可能数を算出し、払出で
きない物品を抽出し、未払出数を発注情報として作成できること

納品業務 手動、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞにて納品情報を作成、検索、修正、削除などが容易にできること

未発注物品・過剰発注数を読み込んだ時は警告メッセ-ジを表示できること

０仕入れにつき同一物品で有効期限もしくはﾛｯﾄ番号が複数種発生した場合
は、それぞれ分割して情報を保持できること

入力画面に備考欄を保持し、ｺﾒﾝﾄ入力ができること

分納処理ができること

納品情報を検索し、修正、削除、帳票出力ができること

未納品について、発注番号、納入業者などの条件を指定し検索し、修正、帳票
出力できること

直納品などは、納品時に払出情報を同時に作成できること

発注書ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、０品ずつ検品しながらの納品処理を行うことができ
ること
ﾛｯﾄ管理対象品は、有効期限やﾛｯﾄ番号のﾃﾞｰﾀを同時に登録できること

指定した業者の発注一覧により納品処理ができること

指定した物品の一覧表示により、納品、修正処理ができること

納品数、返品数の修正においては、発注数との整合性が保たれること

指定した期間内の納品一覧を様〄な条件で集計でき帳票出力ができること

指定した期間内の未納品として残っているデータの一覧を帳票出力できること

返品業務 手動、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞにて返品情報を作成、検索、修正、削除などが容易にできること

返品入力は、納入業者・納入金額を変更して入力ができること

入力画面に備考欄を保持し、ｺﾒﾝﾄ入力ができること

返品入力時点で予約情報として処理し、返品完了時点で本登録できること

各部署から倉庫へ返却された物品を納入業者へ返品する場合は、各部署から
倉庫への返却情報と納入業者への返品情報を一括して登録できること

指定した期間内の返品一覧を様〄な条件で集計でき帳票出力ができること



部署請求・返品・破損処理 手動にて請求情報を作成、検索、修正、削除などが容易にできること
また、在庫数、定数、請求履歴を確認しながら入力できること

部署別に検索を行い請求数の入力ができること

部署別に予め作成された一覧から請求数の入力ができること

部署残数と定数により請求数を自動算出できること
また臨時の部署請求で、払出が完了していない数量は重複しないこと
また、部署別ｶｰﾄについても同じ処理ができること

入力画面に備考欄を保持し、ｺﾒﾝﾄ入力ができること

各部署で部署定数の入力、更新ができ、更新時には管理者側の端末でも認識
できること

物品ごとに請求できない部署を設定したり、請求数に上限を設定できること

物品の請求ｾｯﾄ登録が複数でき、出力できること

部署責任者による請求承認機能があること

請求受付ﾃﾞｰﾀに対して、払出指示表の出力ができること
以前の未払出分がある場合、それを含めた払出指示表を出力できること

請求受付ﾃﾞｰﾀに対して、倉庫在庫を検索して不足している物品を一覧にできる
こと

請求受付時に、非在庫品＇定数ゼロ（の発注ﾃﾞｰﾀが自動作成できること

定数による請求、破損などによる請求、臨時請求などが識別できること

部署別にｶｰﾄ搭載物品を一覧出力し、残集ﾁｪｯｸ用ﾘｽﾄを出力できること

各部署のﾌﾟﾘﾝﾀｰにおいて、ｼｰﾙ回収用のｼｰﾄを出力できること

各部署から管理部署への返品処理ができること

各部署で破損、貸借情報を作成、修正、削除、検索できること
また、入力した破損、貸借情報は部署責任者の承認後、管理部署に通知され、
部署請求ﾃﾞｰﾀを自動作成し、不足分を補充できること
また、部署責任者承認後の内容修正は、管理部署でのみできること

払出業務 手動、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞによる払出情報の入力、修正、削除などの処理が容易にできる
こと

部署別、ｶｰﾄ別に物品定数を一覧表示して、残数の入力を行い払出ﾃﾞｰﾀを作
成できること

物品によって、払出＝即消費とするか設定できること

入力画面に備考欄を保持し、ｺﾒﾝﾄ入力ができること

部署別に物品指定で貸借の入力ができること
貸し出された物品は、貸出先を経由することなく貸出元に補充できること

部署別に物品指定で破損数やその理由を入力できること
また破損分の補充請求を同時に行うことができること

破損入力時には、各部署責任者の承認機能があること

未払出物品を表示して、払出処理ができること

各部署の不動物品の一覧を出力できること

物品を選択して倉庫への払出＇倉庫間移動（ができること

棚卸管理 棚卸一覧表にｼｽﾃﾑ上の理論在庫を出力できること

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読み取りによる実棚在庫確認作業ができること

ｼｽﾃﾑ在庫と棚卸数とを比較できる棚誤差表の出力ができること

ｼｽﾃﾑ在庫を棚卸結果に合わせるための調整出庫ができること

月別棚卸機能があること



入札業務 物品ﾏｽﾀｰの随意契約対象物品の抽出により、入札ﾃﾞｰﾀを作成できること

入札ﾃﾞｰﾀは診療材料＇償還材料（、置材、給食材料、消耗品などの区分により、
それぞれの入札ﾃﾞｰﾀが作成できること

入札ﾃﾞｰﾀはEXCELﾃﾞｰﾀで作成、取り込みできること

取り込んだ入札情報の全ての情報が修正、削除できること

再入札機能を有すること

最低価格の物品を自動で落札できること

落札価格、落札業者が前回と変更した場合の一覧が作成できること

単価契約書の自動作成ができること

確定した落札情報を一括で物品ﾏｽﾀに更新できること

契約開始日に遡って金額修正額を一括算出し、業者ごとに集計できること

会計業務 納品ﾃﾞｰﾀと業者からの納品書、請求書を支出科目＇款項目（ごとに、また課税、
非課税ごとに突合し、正確な会計処理ができること

支払後に金額の訂正があった場合は、次回支払時までにｼｽﾃﾑ上の金額の修
正ができ、常に業者への支払金額とｼｽﾃﾑ上の額は一致していること

導入作業 導入ｼｽﾃﾑの搬入、据付、調整、ﾈｯﾄﾜｰｸ設定、ｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄ-ﾙなど必要な作
業を行い、各機器の動作確認をすること

導入時の作業日程を提示し、作業においては病院担当者の了承を得ること

調査作業は、病院職員の負担が最小限となるようｽﾑ-ｽﾞかつ迅速にすること

導入作業の進捗管理は、病院職員と協力して実施すること

設置後は十分に調整し、機能及び動作等の試験を行い、異常のないことを確
認後病院職員の検査を受けること

導入ｼｽﾃﾑの管理対象物品について、病院職員に対して物品ﾏｽﾀ登録に関する
ﾉｳﾊｳを提供し、病院職員と協力して物品ﾏｽﾀ等の本ｼｽﾃﾑに必要なﾌｧｲﾙを作
成すること

本院向け操作ﾏﾆｭｱﾙを作成し提供すること

導入、稼動に際して病院職員に対してｼｽﾃﾑの運用及び操作の説明を十分に
実施し、実際の運用、操作に誤りが生じないようにすること

稼動後、数日間運用に立会い、本ｼｽﾃﾑが支障なく稼動していることを確認する
こと

保守体制 ｿﾌﾄｳｪｱの障害発生時には、通信回線によるﾘﾓ-ﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽができること

ﾊ-ﾄﾞｳｪｱの障害発生時には、業務に支障がないよう早急な対応ができること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

診察券発行機
回答 備考欄

０－診察券発行機システム機能 ０－基本機能

a 基本機能
＇０（

医事会計システム・電子カルテシステムと接続が可能であり、上位システムより
診察券の自動発行が可能であること。

現行の診察券と磁気エンコード内容の互換性が保たれていること。

現行の診察券が使用できること。

毎分５枚以上の診察券が発行できること。

カードホッパーを有し、新規作成用診察券が150枚以上セットすることが可能で
あること。

１－印字機能

a 基本機能
＇０（ 以下の印字機能を有すること。

　・患者ID

　・患者生年月日＇西暦・和暦ともに対応可能であること（

　・患者姓名＇漢字及びカナ氏名（

　・性別

・バーコード＇患者IDとする（

＇１（
印字文字はＪＩＳ第一水準、第二水準及びIBM拡張漢字＇388文字（に対応するこ
と。

＇２（ 印字文字書体は種は明朝体・ゴシック体いずれかの選択が可能であること。

＇３（ 印字文字サイズは自由に設定できること。

＇４（
印字する前に専用のクリーング機構によりカード表面の付着物を除去できるこ
と。

２－磁気エンコード機能

a 基本機能
＇０（

JIS-Ⅱ型＇JIS規格X-6302内、付属書＇規定（（に準拠した磁気エンコードが可能
なこと。

＇１（
制御符号はエンボッサー側で自動生成が可能であり、固定位置に付加できるこ
と。

＇２（ 書き込みチェックのため、エンコード後の確認機能を有すること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

診察券発行機
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（
磁気エラーの場合は、エラーカードを専用の排出口へ排出し自動で再発行をす
る機能を有すること。

２－その他

a 基本機能
＇０（ 操作表示ディスプレィを有すること。

＇１（ 安全性のため、機器本体にキーロック機構及びオートストップ機能があること。

＇２（ 将来的にＩＣカード発行機能を拡張することができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

０－給食管理システム機能 ０－全般機能

全体 ＇０（
スタンドアロンシステムからＬＡＮ対応システムまで業務規模に応じて拡張が可
能であり、業務が円滑に行えること

＇１（
日本食品標準成分表2010に基づき、食品の分類、配列、食品番号、全ての栄
養素項目、廃棄率を搭載していること

＇２（
加工食品等五訂増補日本食品標準成分表以外の加工食品が参考としてあら
かじめ登録されていること

＇３（ アミノ酸、脂肪酸成分値を搭載していること

＇４（ 日本人の食事摂取基準2010年版を搭載していること

＇５（ 参考料理を600種類以上搭載していること

＇６（
複数ウインドウが表示され、業務処理が行えることこと＇例９献立作成をしながら
食品マスタ画面が開く等（

＇７（
喫食時の状態で栄養計算ができ、調理後の食材の状態を考慮して栄養価を確
認できることこと

＇８（ 操作性がよく、長時間の使用にも疲れない画面レイアウトであること

＇０／（ 電子カルテ・オーダリングシステムとの連携が可能であること

印刷 ＇００（
各出力帳票に際してはプリンタの有効利用を考慮し、出力範囲、出力部数、プ
リンタの指定が可能なこと

＇０１（ 印刷途中に「中止」が行えること

＇０２（ 印刷処理はスムーズに実行されること

データ保存 ＇０３（ データ削除処理の際には確認メッセージにて確認されることこと

＇０４（
最低、過去1年のデータが必要に応じて参照できるものとし、必要に応じてバッ
クアップから復元できることこと

＇０５（ 当月から未来の献立作成処理は登録可能期間が限定されていないことこと

＇０６（ ハードディスクにデータバックアップができること

１－献立作成機能

献立作成 ＇０（ 基本献立、実施献立の登録が可能なこと

＇１（ 1人当り分量は「可食量」「使用量」の入力が選択できること

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２（ 分量はｇ以外に個数で登録できること、個数は追加登録できること

＇３（ 朝昼夕含めて最大５種類まで献立が作成できること

＇４（ 食品の追加･削除･修正が可能なこと

＇５（
同一食品が複数登録できること＇下処理用と味付け用の調味料が1料理に登録
できる（

＇６（ 料理ごとに作り方が登録できること

＇７（ 献立作成画面では料理名と食品名が０画面で確認できること

＇８（ 献立作成画面では指定した複数の食種が０度に確認できること

＇０／（ 献立作成画面では０画面で０食種から６食種まで指定し表示できること

＇００（
献立作成画面では、指定した期間の献立＇０ケ月以上（を０度に表示することが
できること

＇０１（
献立作成画面では1画面で1日から６日までスクロールしないで一括表示できる
こと

＇０２（ 献立作成画面上で料理の入れ替え、コピーができること

＇０３（ 献立を作成しながら料理マスタを更新、追加登録できること

＇０４（
料理の検索はコードの他に略称、料理の一部名称＇ひらがな、漢字（、主材料、
調理法、風味など様〄な方法で検索できること

＇０５（ 献立作成画面から食品マスタの画面を呼び出し、内容を確認できること

＇０６（ 献立作成画面で０食単位および０日単位で栄養価が確認できること

＇０７（ 献立作成画面で食品ごとの栄養価が確認できること

＇０８（
献立作成画面で微量栄養素、アミノ酸＇およびフィッシャー比（、脂肪酸などの成
分値が確認できること

＇１／（
献立作成画面で食品交換表＇糖尿病、腎臓病、糖尿病性腎症等（の単位充足
状況を確認できること

＇１０（ 献立作成画面で栄養価が基準値と比較できること

＇１１（ 献立作成画面で栄養価の充足状況をグラフで確認できること

＇１２（
献立作成画面で食品＇食糧（構成の充足状況が０日、期間指定単位で確認でき
ること

＇１３（
献立作成画面で食品単位、０食単位および０日単位で材料金額が確認できるこ
と

＇１４（ 使用材料の一覧が画面で確認でき、重複チェックができること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１５（
指定した料理が過去に使用されていた日および献立＇料理組み合わせ（が確認
できること

個人別献立＇代替献立（ ＇１６（ 患者個別のコメント＇禁止・形態（に対応した代替献立の作成ができること

＇１７（
代替料理は料理とコメントに応じてマスタで登録でき、代替献立作成時に反映さ
れること

＇１８（ 代替献立作成時に適切な情報を表示し、支援できること

＇２／（ 代替献立を加味した患者個人ごとの献立内容、栄養価が確認できること

＇２０（ 代替献立、個人別献立の献立表が出力できること

＇２１（ 代替献立、個人別献立に対応した食数管理ができること

＇２２（ 患者個人単位で献立が作成できること

＇２３（ 代替献立、個人別献立内容が発注へ反映すること

選択献立 ＇２４（ 選択献立に対応していること

＇２５（ 選択献立の栄養価は選択種類を任意に指定して確認できること

＇２６（ 選択献立の栄養価を料理ごとに確認できること

＇２７（ 選択献立聞取り用の献立表、帳票が印刷できること

＇２８（ 献立表、栄養管理帳票は選択献立に対応していること

献立コピー ＇３／（
献立を０日から任意の期間でコピーできるものとし、選択食間のコピーもできる
こと

＇３０（ ０食種から全食種まで任意に指定してコピーできること

＇３１（ コピー時に献立を上書きするか否かの選択ができること

＇３２（ コピー時に指定分量比率の設定ができること

献立一括変換 ＇３３（
献立変更時に料理、食品を一括で変更・追加・削除できるものとし、分量の指定
もできること

＇３４（
献立作成画面を用いなくても料理、材料を一括で変更・追加・削除できるものと
し、分量の指定もできること

＇３５（ 変換前の食品の可食量の指定もできること

＇３６（ 分量を指定しないときは同量の可食量で変更できること

＇３７（ 日付や食種を限定して変更・追加･削除できること

＇３８（ 変更する際に料理の名称も変更できること

献立表関係 ＇４／（
献立表は調理現場用、保管用等使用用途に応じた見やすく分かりやすいレイア
ウトであること

＇４０（
検食簿＇印艦欄含め（、給食日誌＇印艦欄含め（はレイアウトや項目を変更・設
定できること

＇４１（ 食品、料理、０食、０日、期間平均の材料費が確認できる帳票が印刷できること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４２（ 用途に応じて帳票タイトルを設定できること

＇４３（ 分量はgの他に個数でも表示できること

＇４４（ 帳票には決済欄の表示有無を設定でき、項目も帳票ごとに設定できること

＇４５（ 栄養素が表示される帳票は表示栄養素を選択できること

＇４６（ 予定食数や総量を表示することができること

＇４７（ 献立表と併せて料理レシピが印刷できること

＇４８（ 印刷する食種を任意に設定できること

＇５／（ 用紙の拡大･縮小が設定できること

＇５０（ 料理名にカラー設定ができること

＇５１（ 印刷枚数を設定できること

＇５２（ 作成した献立データをエクセルに抽出し、加工できること

＇５３（ デジタルカメラで取り込んだ画像やイラストを献立表に印刷できること

＇５４（ 献立データをCSVファイルに抽出できること

栄養管理帳票関係 ＇５５（ 実施献立から期間を指定して荷重平均成分値を自動算出できること

＇５６（ 荷重平均成分値から食品＇食糧（構成値をシミュレーションできること

＇５７（
日本食品標準成分表2010の食品分類に基づき、食品群を任意に設定できるこ
と

＇５８（ 複数の食品群を設定でき、栄養管理が行えること

＇６／（ 献立の食品ごとに栄養価を表示した栄養分析表が印刷できること

＇６０（ 食品交換表＇糖尿病、腎臓病、糖尿病性腎症等（単位表が印刷できること

＇６１（ アミノ酸、脂肪酸の栄養計算表が印刷できること

＇６２（ 栄養素が表示される帳票は表示栄養素を選択できること

＇６３（ 印刷する食種を任意に設定できること

＇６４（ 提出都道府県指定の栄養月報が印刷できること

＇６５（ 栄養年報が印刷できること

＇６６（
報告書類は穀物ｴﾈﾙｷﾞｰ比、動物性蛋白質比、脂質ｴﾈﾙｷﾞｰ比が算出できるこ
と

＇６７（ 患者食年齢構成表および荷重平均栄養所要量が印刷できること

２－材料管理機能



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

見積管理 ＇０（ 食品を区分し、見積書を作成できること

＇１（ 見積金額は業者間で比較し安価な業者へ優先的に決定でき、変更もできること

＇２（ 落札金額が発注管理以降へ連動していること

発注管理 ＇３（ 食品は即日消費食品、在庫食品、準在庫食品として管理できること

＇４（
即日消費食品は食種ごとの予定人数と使用食品の廃棄率を加味して自動で
データを作成できること

＇５（ 発注業者が複数ある場合、優先順位の設定ができること

＇６（
発注データは画面で確認でき、食品ごとに発注数量・発注業者・単価・納品日を
変更でき、追加発注ができること

＇７（ 発注業者を一括で変更できること

＇８（ 在庫食品などの食品の追加発注にも柔軟に対応できること

＇０／（
食品の発注量は区分別＇常食･特別食・職員食（に設定ができ、発注書へ反映
すること

＇００（ 発注の区分は０／区分まで対応できること

＇０１（ 発注単位はｇ、Kｇの他に個数で設定できること

＇０２（ 食品ごとに発注数量桁数が設定できること

＇０３（
発注する食品は朝昼夕別と1日合計量の表示を食品ごとに設定でき、発注書へ
反映すること

＇０４（
発注書は業者名、食品名＇区分別（、数量の他にチェック項目等を自由に設定
できること

＇０５（ 発注書の文字の大きさや用紙サイズ、縦横設定が使用用途に応じてできること

＇０６（ 発注書を印刷する業者を任意に指定できること

＇０７（ 発注書に食品コードとは別に設定したコードが表示できること

＇０８（ 当院で使用している発注レイアウトに対応できること

＇１／（ 仕入先別の発注食品、金額等＇一日･月単位（の帳票が印刷できること

＇１０（ 単価の推移が確認できる帳票が印刷できること

＇１１（ 発注データをCSVファイルに抽出できること

納品管理 ＇１２（ 納品書入力は発注データと連動していること

＇１３（ 実施食数から使用数量を再集計できること

３－食数管理機能

＇０（ 食数は食事箋登録からリアルタイムで集計し、データを作成できること

＇１（
発注量計算用の食数を、月日別・食種別・２食区分＇朝昼夕（ごとに登録できる
こと



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２（ 予定食数と実施食数を別〄に管理ができること

＇３（ 別の日付の食数をコピーできること、期間の指定もできること

＇４（ 食数登録画面で朝昼夕の合計食数が確認できること

＇５（ 選択食の食数管理ができること

＇６（
選択食聞取り結果の入力が容易にできること＇OCR読み込み・携帯端末による
入力等が可能なこと（

＇７（ 1食、1日、月単位で食数一覧表が印刷できること

４－在庫管理機能

＇０（
在庫食品は発注データより入庫量が、実施食数と実施献立の可食量より出庫
量を自動算出できること

＇１（ 棚卸しの期間にあわせて出庫量を画面に表示できること

＇２（
棚卸しにより得られた実在庫量から出庫量を自動調整でき、任意で変更もでき
ること

＇３（
在庫食品は区分別＇常食･特別食・職員食（に設定ができ、０／区分まで管理で
きること

＇４（ 在庫食品の出納表が作成でき、印刷する食品は選択できること

＇５（ 在庫食品の受払い簿が作成できること

＇６（
患者1日、1食あたりの消費金額が算出できること＇常食･特別食･職員食等の区
分ごと（

＇７（ 消費金額の月平均が算出できること

５－患者管理機能

＇０（ 食事箋入力画面はカレンダー形式で、入院･退院･変更処理が容易なこと

＇１（ 患者の呼び出しはIDの他にかな、名前で検索できること

＇２（ 患者IDは自動付番と任意指定の選択が可能なこと

＇３（ 退院処理後の患者の情報が確認できること

＇４（ 食種、主食、飲物、コメントの管理ができること

＇５（ 主食＇米（量は患者別に登録した主食量から算出できること

＇６（ コメントは1患者に最低０５項目登録ができ、履歴が管理できること

＇７（ 身長、体重,BMIが登録できること

＇８（ 個人ごとの栄養基準値の設定ができること

＇０／（ 個人ごとに付加食品の設定ができ、栄養管理、発注管理と連動していること

＇００（ 任意に管理したい項目をマスタ登録し、管理できること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０１（ 術後食等ﾊﾟﾀｰﾝ化された食事は食変更が一括で登録できること

＇０２（
外泊、欠食等は指定した期間が一括で登録でき、終了後は外泊、欠食前の食
事が自動登録されること

＇０３（
特別食加算、非加算情報はマスタで設定した区分が登録され、変更が可能なこ
と

＇０４（ 選択献立の選択情報を確認できること

＇０５（
病棟、食種、主食、飲物、コメント、生年月日等あらゆる条件を組み合わせて患
者を照会できること

＇０６（ 主食、飲物、コメントの集計表が作成できること

＇０７（ コメントに該当する患者が確認できる帳票が作成できること

＇０８（ 病棟別、食種別の配食、配膳表が作成できること

＇１／（ 月間で患者別の食事履歴が確認できる帳票が作成できること

＇１０（ 入院、退院、食事変更該当患者が確認できる帳票が作成できること

＇１１（ 食事箋入力後に入力内容を確認できる帳票が印刷できること

＇１２（ 特定患者の食事履歴を台帳で確認できること

＇１３（ 食札のレイアウトは設定可能なこと

６－マスタメンテナンス機能

食品マスタ
＇０（

日本食品標準成分表2010に基づき、食品の分類、配列･食品番号、全ての栄
養素項目、廃棄率を搭載されていること

＇１（ アミノ酸、脂肪酸データが搭載されていること

＇２（ 交換表＇糖尿病、腎臓病、糖尿病性腎症（単位データが搭載されていること

＇３（
加工食品等日本食品標準成分表2010以外の加工食品が参考としてあらかじめ
登録されていること

＇４（ 市販の食品成分が参考で搭載していること

＇５（ 食品名は全角０４文字まで登録でき、用途に応じて帳票へ反映されること

＇６（ 加工食品の構成食品･分量･比率が登録できること

＇７（ 食品の追加、コピーが容易に行えること

＇８（ 栄養価のみをコピーできること

＇０／（
食品の検索はコード以外に食品略称、食品名＇ひらがな、漢字、文字の一部（で
検索できること

＇００（ コメント＇禁止・形態等（に応じた情報が登録できること

料理マスタ
＇０１（ 9999件まで登録できること

＇０２（ 1人当り分量は可食量、使用量入力の設定ができること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０３（ 1人当り分量はｇ以外に個数＇本、個等（で登録できること

＇０４（
同一食品が複数登録できること＇下処理用と味付け用の調味料が1料理に登録
できる（

＇０５（
料理の検索はコード以外に料理略称、料理名＇ひらがな、漢字、文字の一部（で
検索できること

＇０６（
料理ごとに主材料、調理法、風味等の区分を複数登録でき、献立作成時に検
索できること

＇０７（ 料理マスタ登録時に他の料理内容をコピーできること

＇０８（ 料理マスタ登録時に栄養価＇五訂全て（が確認できること

＇１／（ 料理ごとにレシピが登録できること

＇１０（ コメント＇禁止・形態等（に応じた代替料理が登録できること

業者マスタ ＇１１（ 発注業者を登録できること

＇１２（ 複数業者発注時に発注優先順位を設定できること

単価マスタ ＇１３（ 食品別に単価が設定でき、献立作成画面に反映すること

＇１４（ 最新単価を容易に更新できること

発注マスタ ＇１５（ 食品別に発注単位と換算値を任意に設定できること

＇１６（ 発注単位は2段階の設定ができること

＇１７（ 食品別に発注集計時のまるめ桁数を設定できること

＇１８（ 食品別に納品日＇当日、前日等（の設定ができること

＇２／（ 複数の仕入先、単価の設定ができること

食種マスタ ＇２０（ 999件まで登録できること

＇２１（ 特別食加算、非加算情報が登録できること

＇２２（ 欠食、外泊等食事がない場合は区別して登録できること

主食マスタ ＇２３（ 999件まで登録できること

飲物マスタ ＇２４（ 999件まで登録できること

コメントマスタ ＇２５（ 999件まで登録できること

＇２６（
コメント内容に応じてグループ化できること、グループ名は任意に設定できるこ
と

＇２７（ 禁止・形態コメントは代替献立、個人別献立作成時に反映できること

＇２８（ 受信したオーダーをアラーム＇音（等で通知する機能 追加での受信も常に通知すること。変更者
の場合も同様。

＇３／（
食札のプリントアウトはＡ２の範囲で色〄と分割でき、フリーコメントも加えること
ができること。＇フリーコメントのドット数は限りありでも可。（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

給食管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３０（ ３台のハードはＬＡＮで繋がってスケジュール管理・申し送り機能があること。 ｗｉｎdoｗｓタブレットで写真機能がはいって
いること。

＇３１（
アレルギー等の食事の細部のオーダーは栄養管理からも権限があり入力によ
り反映できること。

＇３２（
実施献立表についてはエクセルファイルで出力することができること。＇栄養成
分も出る事（

ファイル名には月日のタグが自動で入力さ
れている事

＇３３（ 食札に食事アップの日付が入れる欄を入れること。

＇３４（
実施献立で食種の一覧を見ながら料理のコピー＆ペースト的な機能があるこ
と。＇エクセルのように（

＇３５（ 献立データを直すと過去にさかのぼってその献立データを直すことができる。
＇４０（と連動

＇３６（
発注書にエクセルで発注物を消したり加えたりすることと数値の変更、切込み
等を指定できる。

＇３７（ 入力時に間違えたとき４つ前に戻る機能。

＇３８（ エクセルファイルでデータを保存するハードがいる。

＇４／（
日付でも献立の移動ができること。＇朝・昼・夕に分ける事も必要（且つ料理献立
の移動もできること。

＇４０（ 範囲指定した上で範囲内の献立の一部がすべて入れ替わる。

＇４１（ 献立が重なっている場合一週間ないで表示する機能

＇４２（ 献立内にコメントを入力できること。

＇４３（ USBにもバックアップできること。

＇４４（ 献立一週間分の表示が献立作成画面で見れること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

０－健診システム機能 ０－基本条件

＇０（

オーダリングシステム、医事システムとはTCP．IPネットワークを用い、情報連
携を図ること。情報連携とはオーダリングシステムについては健診システムから
の検査依頼情報の送信連携、医事システムについては属性情報の受信連携を
意味する。

＇１（
検索、実行、終了など頻度の高い機能はキーボードのファンクションキーに割り
当てていること。
＇直感的かつ簡易的なショートカットキー機能を有する（

＇２（

以下のようなファンクションキーへの割り当てがされていること。
ファンクションキー以外でショートカットキーへの割り当てであってもよいが、ファ
ンクションキー対応がより望ましい。
　・ヘルプ(参照)
　・終了
　・実行
　・クリア＇入力パラメータクリア（
　・追加　削除＇行の追加や削除など（
　・印刷・画面切替　等

＇３（
紙資源節約のため印刷物は基本的にプレビュー機能を有し、本出力の前に出
力内容を確認できること。

＇４（ システム起動はID、パスワードの入力によるセキュリティ機能を有すること。

＇５（
既存システムからのデータ移行については、予約データ、受付結果データ、請
求データ、マスタデータを含め完全に移行が可能であること。

＇６（
上記のID、パスワードにより利用者毎のシステムへのアクセス権限を管理でき
ること。

１－予約状況照会

＇０（
予約状況をカレンダー形式にして、一見して空き情報を確認できること。
月単位での表示、週間単位での表示にそれぞれ切替が可能なこと。

＇１（
表示されているものがなんの人数であるかわかりやすい画面になっているこ
と。

＇２（ 空き日、予約が埋まっている日の区別が容易に分かるようになっていること。

＇３（
カレンダー上の予約人数は、男女別人数表示、総人数表示の変更ができるこ
と。

＇４（
カレンダー上の予約人数は、登録されている予約数が予約枞数を超えている場
合は赤色で表示できること。

＇５（ 予約枞に対する予約の埋まり状態をバー表示できること。

＇６（
電話での予約対応などを考慮して使いやすく、画面遷移もスムーズに行えるこ
と。

＇７（ 今月と来月の状況が０画面で表示されるなど利便性を備えていること。

＇８（ カレンダー表示している月の切替は、1ヶ月送り、2ヶ月送りができること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０／（ 特定の週の詳細が表示されること。

＇００（ 選択した日の詳細＇受診予定者一覧（が表示されること。

＇０１（

カレンダーにおいて以下の情報を参照できること。
　・コース別
　・予約管理別
　・オプション検査の予約状況
　・団体別
　・時間帯別

＇０２（ 受診者の希望する条件にて最も近い空き日を検索できること。

＇０３（ 空き日検索の条件指定の際、時間帯も指定できること。

＇０４（ 予約枞を超えた予約登録を行うことが出来ること。

＇０５（

予約枞の設定については以下の条件について設定できること。
　・予約状況確認は特定の団体別で管理できる。
　「○○商事専用の予約枞と予約状況を確認できる」
　・日別、時間帯別に予約枞を設定できる
　・コース別に予約枞を設定できる。
　・検査別に予約枞を設定できる。

＇０６（ キャンセル待ちデータの検索が容易に行なえること。

＇０７（
ドラッグアンドドロップにて予約を取りたい日に対して予約者の割り当てが可能
なこと。

＇０８（
個人が特定できていない受診予定者の予約枞を団体＊コース＊人数にて枞取
り可能なこと。

２－個人予約登録

＇０（

予約登録時に以下の情報を同時参照しながら登録できること。
　・個人情報＇氏名、住所、保険、団体、連絡先等（
　・既往歴、精密検査履歴、禁忌、感染症、他情報（
　・営業担当など内部情報
　・請求額、請求区分、請求日等精算情報　団体負担金額、個人負担金額

＇１（ 予約変更時も上記情報を同時に参照しながら登録できること。

＇２（
予約登録は個人を特定できない場合でも予約登録できること。
＇カナ氏名、漢字氏名、個人番号等がわからない状況でも予約登録できること（

＇３（ 個人の過去の受診歴が一覧で参照できること。

＇４（ 予約枞に対して受診者が決定した時点で順次予約登録ができること。

＇５（ 個人情報＇個人情報マスタ（を元に予約登録ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（
予約登録時の個人情報は自動的に個人マスタに登録されること＇属性情報の
追加、修正等（。

＇７（ 予約時に自動的に予約№を付番すること。

＇８（

個人ＩＤの入力により医事会計システムより個人情報の取り込みができること。
取得する基本属性は以下の通り。
・漢字氏名
・カナ氏名
・性別
・生年月日
・自宅郵便番号
・自宅住所
・自宅電話番号
・＇現在有効な（保険情報＇保険者番号、保険証記号・番号（

＇０／（
予約入力時に必要項目の入力漏れがないようにチェックがされる、もしくは画面
上で分かりやすく表示されていること。

＇００（ 必須入力項目については、視覚的に判別しやすくなっていること。

＇０１（ 予約時に検査項目の追加や削除を登録できること。

＇０２（
検査に複数の方法がある場合、それを予約時に選択できること。
＇内視鏡　か　胃透視（　＇会話法　か　オージオ（等

＇０３（
予約がいっぱいの場合、もしくは予定日が定まらない時にキャンセル待ち登録
ができること。

＇０４（
予約情報は一意の番号での呼び出しと、個人と予定日とコース等の組み合わ
せによる呼び出しと双方行なえること。

＇０５（
予約登録したコースの基本の検査項目から特定の検査項目を削除する場合、
基本の検査項目からドラッグアンドドロップで削除項目の登録ができること。

＇０６（ 追加＇削除（したオプションの費用は、請求機能において計算されること。

＇０８（ 予約時に任意に金額変更ができること。

＇１／（ 予約登録の際、過去の受診コース＇受診履歴情報（をコピーできること。

＇１０（ 各検査項目単位で検査予定日を設定、変更が行なえること。

＇１１（
個人番号を入力後のカーソルのフォーカス位置について、個人情報＇漢字指
名（項目とするか、コース情報＇時間帯（項目とするか、設定ができること。

３－予約一括登録
＇０（ ０画面で複数人の予約登録を行えること。

４－予約検索

＇０（ 受診予定者、キャンセル待ち受診者の検索ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１（

予約者からの問い合わせに対応するため、以下の項目で検索できる機能をも
つこと。
　・個人番号
　・予約№
　・カナ氏名
　・性別、生年月日
　・受診予定日
　・健診コース
　・団体コード
　・検査項目

＇２（ 上記条件を複数条件を利用し、対象者を絞り込むことができること。

＇３（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

＇４（ 表示結果を様〄な属性情報にて並び替えが可能なこと。

＇５（ 検索した情報は一覧表示し一個人を特定できること。

＇６（ その一個人に対して詳細情報を表示できること。

＇７（

その一個人に対して以下の作業に移ることができること。
　・予約内容変更＇日、時間帯、コース、検査、個人情報等（
　・受診受付処理
　・一括受付処理
　・個人マスタ
　・各種帳票出力
　・予約情報一括更新処理

＇８（
検索結果画面については、健診予定日、時間帯、予約番号、氏名を固定表示
項目とし、個人番号以下の情報はスクロール表示できること。

５－予約一括更新

＇０（

以下の項目で指定される予約情報に対して、予約情報の更新が行えること。
　・予約№
　・個人番号
　・カナ氏名
　・性別、生年月日
　・受診予定日
　・健診コース
　・団体コード
　・検査項目

＇１（
予約情報の更新は以下の区分が選択できること。
　・コースマスタからの再展開
　・個人マスタの情報を再展開

６－帳票出力＇予約業務（

＇０（

予約情報より以下の帳票を印刷できること。
　・予約者一覧表
　・特定健診予約者一覧表
　・特定健診対象者一覧表
　・未受診者一覧
　・宛名ラベル
　・検査ラベル
　・問診票
　・実施案内票

＇１（ 印刷時は事前にプレビュー画面にて確認できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２（

印刷時は、出力順を以下の条件にて並び替えを行うこと。
また、条件は複数組み合わせて利用することができること。
※帳票の種類により指定可能な属性情報は変わります。
　・予約番号
　・個人番号
　・カナ氏名
　・団体コード
　・団体枝番コード
　・コースコード
　・施設コード
　・所属内番号
　・コース管理コード
　・受診予定日
　・所属コード
　・地区コード
　・性別

＇３（

予約者一覧には以下の情報が記載されていること。
　・個人情報、コース情報、他職員が要求する項目すべて。
　・個人負担請求情報
　・追加＇削除（した検査項目情報。
　・予約者名簿として利用するためのに予約№を記載できる欄。

＇４（ 宛名ラベルは予約情報の送付先に応じた宛先で出力されること。

＇５（
宛名ラベル、検査ラベルの枚数の指定ができること。＇一個人に対し複数枚指
定（

＇６（ 宛名ラベル、検査ラベルの印刷開始位置を指定し、シールの節約ができるこ
７－予約データＣＳＶ登録

＇０（
あらかじめ決められたレイアウトに沿った予約情報ＣＳＶファイルを取り込むこと
ができること。

＇１（
予約情報ＣＳＶファイルを取り込む際に、重複データ、キー項目の欠損がないか
チェックできること。

＇２（

予約情報ＣＳＶファイルに以下の項目が含まれていないことを想定し、画面上指
定できること。
　・予定日
　・時間帯
　・団体コード
　・コースコード

＇３（

予約情報ＣＳＶファイルを取り込み、重複データをチェックする際、以下の項目に
て既に個人が登録されているか確認できること＇選択可（。
　・＇必須（カナ氏名
　・＇必須（性別
　・＇必須（生年月日
　・漢字氏名
　・保険証記号、番号
　・所属コード
　・所属内番号

＇４（ テストモードにて登録のシミュレーションが可能であること。

８－個人受付登録

＇０（ 予約情報から受付へ情報を引き継ぐことができること。

＇１（ 新規受付の場合は個人ＩＤを検索できること。

＇２（ 個人情報は医事会計システムから取り込むことができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（
初期導入時に受付登録時の受診№を自動付番、任意付番の選択ができるこ
と。

＇４（

受付登録時に以下の情報を同時参照しながら登録できること。
　・個人情報＇氏名、住所、保険、団体、連絡先等（
　・既往歴、精密検査履歴、禁忌、感染症、他情報（
　・営業担当など内部情報
　・請求額、請求区分、請求日等精算情報　団体負担金額、個人負担金額

＇５（ 必須入力項目については、視覚的に判別しやすくなっていること。

＇６（ 受付時に検査項目の追加オプション＇変更、削除（ができること。

＇７（ 団体、コース毎に追加削除の項目を予め設定可能であること。

＇８（
受付する健診コースは共通コースと団体固有のコースの両方で設定可能であ
ること。

＇０／（
受付情報は一意の予約番号での呼び出しと、個人と受診日＇もしくは予定日（と
コース等の組み合わせにより呼び出しができること。

＇００（ 受付の際、個人情報や受診コース＇受診検査（を自在に変更できること。

＇０１（
検査が複数の方法がある場合、それを受付時に選択できること。
＇内視鏡　か　胃透視（　＇会話法　か　オージオ（等

＇０２（
受付登録したコースの基本の検査項目から特定の検査項目を削除する場合、
基本の検査項目からドラッグアンドドロップで削除項目の登録ができること。

＇０３（ 追加＇削除（したオプションの費用は、請求機能において計算されること。
＇０４（ 受付時に登録＇修正（した個人情報は個人マスタに自動登録されること。
＇０５（ 管理日付を有し、他の受付結果を共有する仕組みを有すること。

＇０６（
個人番号を入力後のカーソルのフォーカス位置について、個人情報＇漢字指
名（項目とするか、コース情報＇時間帯（項目とするか、設定ができること。

０／－受付一括登録
＇０（ 予約一覧から受付作業へ移ることができること。

＇１（
団体での受付を一括して登録できる機能を有すること。＇一画面で複数人数を
同時に登録できる（

＇２（ 任意の属性を選択し、登録画面に反映可能であること。

００－受診者検索

＇０（

受付情報を以下の項目で検索できる機能をもつこと。
　・個人番号
　・カナ氏名
　・性別、生年月日
　・受診日
　・健診コース
　・団体コード
　・受診番号
　・検査項目
検索項目が追加できること＇その他（

＇１（ 検索期間は範囲で選べること

＇２（ 上記条件を複数条件を利用し、対象者を絞り込むことができること。

＇３（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（ 表示結果を様〄な属性情報にて並び替えが可能なこと。

＇５（ 検索した情報は一覧表示し一個人を特定できること。

＇６（ その一個人に対して詳細情報を表示できること。

＇７（ 請求金額が表示されること。

＇８（

その一個人に対して以下の作業に移ることができること。
　・受付内容変更＇日、時間帯、コース、検査、個人情報等（
　・個人請求発行
　・汎用結果入力
　・帳票出力
　・個人マスタ
　・一括受付
　・一括予約
　・一括受付更新
　・自動判定処理
　・個人結果報告書

＇０／（
検索結果画面については、健診予定日、時間帯、受付番号、氏名を固定表示
項目とし、個人番号以下の情報はスクロール表示できること。

０１－一括受付更新

＇０（

以下の項目で指定される受付情報に対して、受付情報の更新が行えること。
　・個人番号
　・カナ氏名
　・性別、生年月日
　・受診日
　・健診コース
　・団体コード
　・受診番号
　・検査項目

＇１（
受付情報の更新は以下の区分が選択できること。
　・コースマスタからの再展開
　・個人マスタの情報を再展開

＇２（ 前回受診歴から一括受付ができること。

案内印刷

＇０（

健診管理の画面などから対象者を抽出選択し、事前に発送が必要な印刷物を
一括印刷できること。印刷物は受診者ごとの検査項目に応じたものを自動判別
して印刷できること。

宛名ラベル、封筒へ宛名の直接印刷が可能であること。

標準的な質問票22項目以外に、独自問診項目を追加した問診票が出力できる
こと。

健診準備印刷

＇１（

健診管理の画面などから対象者を選択し、健診当日に必要な印刷物(受診表、
所見用紙、ラベル、健診カルテ表紙etc)を一括印刷できること。

印刷物は受診者ごとの検査項目に応じたものを自動判別して印刷できること。

プリンタの指定
＇２（

帳票ごとに印刷する標準プリンタを指定できること。

印刷時に出力プリンタの変更ができること。

０２－事前準備



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

印刷物の修正
＇３（

文言の修正など軽微な帳票の修正を、ユーザにて容易に調整可能であること。

０３－帳票出力＇受付業務（

＇０（

予約情報より以下の帳票を印刷できること。
　・受診者一覧表
　・宛名ラベル
　・検査ラベル
　・ワークシート
　・検査チェックリスト
　・未入力チェックリスト
　・前回差チェックリスト
　・問診票
　・実施案内票

＇１（ 印刷時は事前にプレビュー画面にて確認できること。

＇２（

印刷時は、出力順を以下の条件にて並び替えを行うこと。
また、条件は複数組み合わせて利用することができること。
※帳票の種類により指定可能な属性情報は変わります。
　・受診日
　・受診番号
　・時間帯コード
　・個人番号
　・団体コード
　・団体枝番コード
　・コースコード
　・所属内番号

＇３（

受診者一覧には以下の情報が記載されていること。
　・個人情報、コース情報、他職員が要求する項目すべて。
　・個人負担金などの請求情報。
　・追加＇削除（した検査項目情報。

＇４（
・住所①、②が印刷できること。
・入力文字のポイントが変更できること。

＇５（ 宛名ラベルは受付情報の送付先に応じた宛先で出力されること。

＇６（ 宛名ラベル、検査ラベルの枚数の指定ができる。＇一個人に対し複数枚指定（

＇７（
宛名ラベル、検査ラベルの印刷開始位置を指定し、シールラベルの節約ができ
ること。

＇８（
検査結果が揃っていない状態＇未入力（をチェックし、未入力者の一覧表を作成
できること。＇未入力チェックリスト（

＇０／（

未入力チェックリストには以下の情報を印刷すること。
　・健診コース
　・団体コード
　・未入力検査項目



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００（

前回値チェックリストには以下の情報を印刷すること。
　・健診コース
　・団体コード
　・受診者氏名
　・今回の結果値と前回結果値
　・今回の判定結果と前回の結果

＇０１（ 前回値比較は、それを行うかどうかを項目毎に条件設定できること。
０４－受付データＣＳＶ登録

＇０（
あらかじめ決められたレイアウトに沿った受付情報ＣＳＶファイルを取り込むこと
ができること。
また、結果データの取り込みもできること。

＇１（
受付情報ＣＳＶファイルを取り込む際に、重複データ、キー項目の欠損がないか
チェックできること。

＇２（

受付情報ＣＳＶファイルに以下の項目が含まれていないことを想定し、画面上指
定できること。
　・受診日
　・時間帯
　・団体コード
　・コースコード
　・開始受診番号

＇３（

受付情報ＣＳＶファイルを取り込み、重複データをチェックする際、以下の項目に
て既に個人が登録されているか確認できること＇選択可（。
　・＇必須（カナ氏名
　・＇必須（性別
　・＇必須（生年月日
　・漢字氏名
　・保険証記号、番号
　・所属コード
　・所属内番号

＇４（ テストモードにて登録のシミュレーションが可能であること。
＇５（ 様式、レイアウト変更は保守で対応できること。

０５－検査依頼業務

＇０（

健診システムからオーダリングシステムへ、以下のオーダを直接連携送信でき
ること。つまり健診システムをオーダ発生源とし、オーダリングシステムへ二重
入力することなく、オーダリングシステムと連携し、以下のオーダを発行できるこ
と。
　・検体検査オーダ
　・生理検査オーダ
　・画像＇放射線（検査オーダ
　・診療予約オーダ＇１（ 依頼情報一覧表を作成できること。

＇２（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。
０６－汎用結果入力

＇０（ 一受診者に対して受診した検査項目をすべて＇一部（表示し、結果を入力できる

＇１（
一受診者に対して入力に必要な項目を選択して画面に表示し、結果を入力でき
ること。

＇２（
受診者の特定は受診者検索からのリンク機能と直接受診日＊受診番号による
呼び出し機能の他、受診日＊索引番号による特定も可能であること。

＇３（
入力する検査項目はパターン化＇セット化（しておくことが出来、そのパターンを
選択することで、業務に応じた画面を自由に表示できること。　　例（肝機能専
用画面、コメント入力専用画面、定性検査専用画面、等〄

＇４（
また画面パターンはログインＩＤ、コース種類により、最初から自動的に展開させ
ることができること。

＇５（

結果入力の際は全体として以下の機能を有すること。
　・数値結果は整数○桁、小数点以下○桁など指定することができる。
　・上記のように桁数を固定しない数値も入力できること。
　・上記の条件に合わない結果は警告表示すること。
　・フリー数値での登録が可能であること。
　・極端な異常値＇パニック値（の入力時は警告を表示する。
　・コード化された所見、コメント文章の入力ができること。
　・所見、コメントのフリー入力ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（ 数値結果の検査項目であっても、必要に応じて日本語入力ができること。

＇７（ コメント入力は「所見コード」により簡易的に入力もできること。

＇８（ 各検査＇計測（項目とは別に、総合コメントをいつでも同じ画面から登録できるこ

＇０／（ 結果入力の際、過去４回分までの履歴結果を参照しながら登録できること。

＇００（
検査結果の時系列グラフ＇折れ線（表示ができること。
表示項目は任意に選択できること＇数値項目のみ（。

＇０１（ また判定の結果を自動で行い、それを参照しながら入力できること。

＇０２（
「機能判定」、「総合判定」、「総合コメント」は自動シミュレーションにて生成され
ること。

＇０３（ 自動生成された判定結果は手動にて修正できること。

＇０４（
結果入力は個人ＩＤ以外に、受診№、フィルム№、採血№など様〄な検索ＩＤに
従い抽出、羅列して登録できること。

＇０５（
検査結果入力、指導コメント入力、総合判定入力など、複数種類の情報を見な
がら、それぞれの入力ができること。

＇０６（ 結果入力画面よりシェーマ入力が行なえること。

＇０７（ 項目名称右クリックで項目詳細＇マスタの内容（を参照可能

＇０８（
次件、前件ボタン押下により次の受診者、前の受診者の結果入力画面に切り
替えることができること。

＇１／（ 画面切り替えボタン押下で入力、参照画面の切り替えを行うことができること

＇１０（
ログインユーザー毎に使用可能な入力・参照画面をタブ表示ができること。その
タブを選択することで入力・参照画面の切り替えができること。

＇１１（ ボタン押下で、総合コメント枞の展開・縮小ができること。
＇１２（ フォントサイズの切り替えユーザ毎に自由に設定可能であること。
＇１３（ コメント入力時も元となる所見コードの登録が可能で、統計業務に反映可能なこ
＇１４（ 前回履歴の結果欄でカーソルを当てたときに該当欄の翻訳名称が表示可能な

＇１５（
自動判定処理、報告書出力後、データがロックされ誤った変更等の防止が行な
えること。また、管理者によりロックの解除も可能であること。

＇１６（ オーダされている検査結果のみを表示する機能を有すること。
０７－汎用結果一括入力

＇０（ 複数の受診者に対して、指定した結果だけを一括して入力できること。

＇１（
受診者の特定は受診者検索からのリンク機能と直接受診日＊受診番号による
呼び出し機能の他、受診日＊索引番号による特定も可能であること。

＇２（

上記の受診者一覧を抽出する際には様〄なキーを条件にできること。
　・団体別
　・健診コース別
　・受診日付範囲
　・受診№範囲、フィルム№範囲、採血№＇検体№（範囲＇いずれか（

＇３（ オーダされている検査結果のみを表示する機能を有すること。

＇４（ 画面情報表示されている受診者数の表示が行えること。

＇５（
コメント入力時も元となる所見コードの登録が可能で、統計業務に反映可能なこ
と。

＇６（
次件、前件ボタン押下により次の受診者、前の受診者の結果入力画面に切り
替えることが可能

＇７（
前回履歴の結果欄でカーソルを当てたときに該当欄の翻訳名称が表示可能な
こと。

＇８（
自動判定処理、報告書出力後、データがロックされ誤った変更等の防止が行な
えること。また、管理者によりロックの解除も可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０／（
表示パターンについて、縦軸に受診者・横軸に検査項目、横軸に受診者・縦軸
に検査項目の１パターンを備えていること。

＇００（
ログインユーザー毎に使用可能な入力・参照画面をタブ表示ができること。その
タブを選択することで入力・参照画面の切り替えができること。

０８－検査結果登録業務

＇０（ オーダリングシステムから検体検査結果を全て取り込むことができること。

＇１（
オーダリングシステムから検体検査結果を取り込む際には受診日＊個人番号
に該当する結果情報を取得できること。

＇２（
検体検査結果は健診システムで扱うことができる結果として結果値の変換が可
能なこと。

１／－検査結果状況照会

＇０（

以下の条件にて抽出される各受診者毎の進捗状況を参照ができること。
　・団体コード＇個別、範囲（
　・コース管理＇個別、範囲（
　・健診コース＇個別、範囲（
　・受診日＇一日、期間指定（
　・受診番号＇個別、範囲指定（
　・個人ＩＤ＇個人、範囲（

＇１（
「○９完了」「▲９未入力あり」「△９全て未入力」「，９オーダなし」など状況が一目
でわかること。

＇２（
パラメータの設定により定期的に進捗状況を自動更新できる機能を有するこ
と。
任意のタイミングでも進捗状況を更新表示できること。

＇３（
一覧表示されているセル上をクリックすることで汎用結果入力画面に遷移する
ことができること。

＇４（
「▲」マークをダブルクリックすることで指定された汎用結果入力画面に遷移す
ることができること。また、それ以外のマークの場合でも同様に画面遷移できる
こと。

１０－自動判定業務

＇０（ 結果データに対して自動的にチェックをかけられること。

＇１（

以下の自動チェック条件の設定が出来ること。
　・男女別での基準値範囲を設定できる。
　・年齢別での基準値範囲を設定できる。
　・受診団体別に基準値範囲を設定できる。
　・受診コース別に基準値範囲を設定できる。

＇２（
基準値設定は多段階に設定できること。
＇３／～４／＝Ａ　４０～５／＝Ｂ　５０～６／＝Ｃ……（

＇３（
チェックする基準値を適用する期間が設定でき、時期によって基準値を調整す
ることができること。
＇基準値は適用期間を設定できること。（

＇４（
基準値設定は「病院基準」「学会基準」「県保険基準」など自在に設定すること
ができ、最大99通りの設定が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（

判定条件に条件の深さを設定できること。
　例（
　浅い判定条件　９　身長と体重で肥満度を判定
　次の段階条件　９　肥満度と中性脂肪にて生活習慣病を判定
　次の段階条件　９　生活習慣病判定の組み合わせで、所見判定
　次の段階条件　９　所見判定の数や重症度にて総合判定
　など、自動判定のランクの段階を設定できる。またそのランクをその都度設定
し判定を行う。

＇６（ 処理区分の順番を自由に設定でき、任意に選択可能であること。

＇７（
結果値に応じたコメント生成機能を有すること。
また、コメント生成のための条件設定をマスタで設定できること。

＇８（

自動チェックを行う範囲を以下の条件にて設定できること。
　・健診コース＇範囲（
　・団体コード＇範囲（
　・受診日(範囲（
　・受診№＇範囲（

＇０／（
特定健診における「メタボリック判定」「保健指導レベル」を求めることができるこ
と。

＇００（ 複合的な判定条件処理を設定可能であること。

＇０１（ 判定済みの対象者に対しては再判定されない仕組みを有すること。

＇０２（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

１１－個人結果表作成

＇０（ あらかじめパターン化された帳票を出力できること。

＇１（ 帳票レイアウトはユーザ側で自由に設計、変更できること。

＇２（
帳票レイアウトは専用の設計ツール＇Coリポーツ＇HOS社製（（とExcelによる設
計が行えること。

＇３（ 帳票レイアウトの確認用に出力フィールドが空欄の帳票を作成できること。

＇４（

単一もしくは複数項目の結果値を用いて演算を行い、その結果を出力できるこ
と。
その場合、計算要素は数値項目のみ指定可能とし、他項目の結果値を参照し
条件により計算方法を変更できること。

＇５（ システム内に保持しているデータおよびマスタの内容を出力可能なこと。

＇６（

受付情報もしくは予約情報より以下の出力範囲指定ができること。
　・団体コード(範囲（　所属コード＇範囲（
　・健診コース＇範囲（
　・受診日＇受診予定日（(範囲（
　・受診№＇予約№（＇範囲（
　・検査結果の範囲指定もしくは検査結果に対する判定による条件指定
また、受診№もしくは予約№の範囲指定で連続して対象者を指定できない時の
ために、個人番号を任意で指定できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇７（

印刷順番は以下の条件の順番にて並び替えの指定が出来ること。
また複数の条件を組み合わせて利用できること。
　・受診日
　・時間帯コード
　・団体コード
　・団体枝番コード
　・コースコード
　・受診番号
　・施設コード
　・地区コード
　・所属コード
　・個人属性要所情報＇①～⑩（
　・個人番号
　・カナ氏名
　・所属内番号
　・性別

＇８（
パターン化された帳票に対する出力条件＇抽出範囲、並び順（を保存できるこ
と。

＇０／（
０枚の用紙に複数の受診者の結果を一覧表示にて印刷できる機能を有するこ
と。

＇００（ 一覧表出力時に、任意の開始位置から出力できること。

＇０１（ 複数枚数にわたる報告書の場合、ページを指定して印刷できること。

＇０２（ 出力帳票に対して任意の番号から始まる連番を付番することができること。

＇０３（
種類の異なる報告書をまとめて印刷できること。
※ただし、単一帳票と一覧表は同時に指定できなくてもよい＇単一優先（。

＇０４（
帳票マスタにて受診者の属性等に応じてその受診者分を出力対象とするかどう
かの制御が可能なこと。

＇０５（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

＇０６（
出力順の要素として結果抽出条件で指定した項目＊結果を指定することができ
ること。＇例（胸部レントゲンＮｏ順での出力

＇０７（ 同時に5パターンの抽出条件を設定可能であること。

＇０（
予約情報もしくは受付情報をＣＳＶファイルまたは固定長テキストファイルに出
力できること。

＇１（ 過去の受診情報、受診結果も同じ列＇レコード（に出力することができること。

＇２（
報告データの出力項目を自由に設定できること。
また、その出力項目をパターン化して随時呼び出しができること。

＇３（ システム内に保持しているデータおよびマスタの内容を出力可能なこと。

＇４（

単一もしくは複数項目の結果値を用いて演算を行い、その結果を出力できるこ
と。
その場合、計算要素は数値項目のみ指定可能とし、他項目の結果値を参照し
条件により計算方法を変更できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（

出力範囲は以下の条件指定ができること。
　・団体コード(範囲（
　・健診コース＇範囲（
　・受診日(範囲（
　・受診№＇範囲（

＇６（

ＣＳＶ出力は以下の条件にて並び替えが出来ること。
　・受診日
　・時間帯
　・団体コード
　・コースコード
　・受診番号
　・施設コード
　・性別
　・年齢
　・保険者番号

＇７（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

＇８（ 出力先を自由に選択できること。

１２－XMLデータ報告

＇０（
「健診データの電子的管理＇特定健診・標準的な健診と保健指導（」に準拠した
ＸＭＬデータ報告ができること。

＇１（ 作成パターンを任意に設定できること。

＇２（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

１３－請求書データ作成

＇０（

以下の抽出条件により抽出される受付情報より、団体請求情報、個人請求情
報を作成できること。
　・団体コード
　・コースコード
　・受診日
　・受診番号
　・施設コード
　・料金区分
　・抽出区分＇すべて、未発行、請求済（
　・抽出対象＇団体、個人（
変更は保守で対応できること。

＇１（
一度作成した請求情報に対しても最新の料金マスタの情報により強制的に再
作成を行えること。

＇２（ 請求日と印字用請求日を分けて管理可能なこと。

＇３（
請求分割区分により同一請求先に対して請求日が同じでも請求書を分けること
が可能であること。

＇４（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。

１４－団体請求



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０（

団体請求情報は以下の条件指定にて検索できること。
　・団体コード
　・請求日
　・施設コード
　・請求分割区分
　・請求書番号
　・未発行分、すべて、未入金

＇１（
検索後の一覧画面上にて抽出された請求データの合計請求金額、入金額、未
収額が参照できること。

＇２（ 請求情報は手入力にて新規作成が行えること。

＇３（ 請求金額は手作業にて修正できること。

＇４（ 請求先名称を手作業にて修正できること。

＇５（ 入金情報の登録などを手作業にて修正できること。

＇６（
請求金額を画面でメンテした場合は、「発行ボタン」及び「実行ボタン」押下時に
相違があった項目名＇消費税など（をすべて表示・再計算ボタンを押下する様に
促すメッセージボックスを表示できること。

＇７（
「再計算」「再集計」ボタンにマウスカーソルをあてると「再計算」「再集計」の説
明を吹き出し表示できること。

＇８（ 請求は分割入金に対応できること。

＇０／（ 請求書は事前に画面確認＇プレビュー（ができること。

＇００（ 一覧画面から複数の請求先を選択して一括で請求書を発行できること。

＇０１（ 一括で請求データを削除する機能を有すること。

１５－個人請求

＇０（

個人請求情報は以下の条件指定にて検索できること。
＇受付情報より（
　・受診日
　・団体コード
　・コースコード
　・受診番号
　・個人番号
　・未発行分、すべて
＇請求情報より（
　・請求日
　・請求書番号
　・未発行分、すべて、未入金

＇１（
検索後の一覧画面については、請求番号、受診日、受診番号、氏名の項目を
固定表示し、団体コード以下の情報はスクロール表示できること。

＇２（ 請求金額は手作業にて修正できること。

＇３（ 請求先名称を手作業にて修正できること。

＇４（ 入金情報の登録などを手作業にて修正できること。

＇５（
請求金額を画面でメンテした場合は、「発行ボタン」及び「実行ボタン」押下時に
相違があった項目名＇消費税など（をすべて表示・再計算ボタンを押下する様に
促すメッセージボックスを表示できること。

＇６（
「再計算」ボタンにマウスカーソルをあてると「再計算」の説明を吹き出し表示で
きること。

＇７（ 請求は分割入金に対応できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８（ 請求書は事前に画面確認＇プレビュー（ができること。

＇０／（ 一覧画面から複数の請求先を選択して一括で請求書を発行できること。

＇００（ 一括で請求データを削除する機能を有すること。

１６－会計管理

＇０（

会計管理業務として以下の帳票を出力できること。
　・請求一覧表
　・未収一覧表
　・入金一覧表
　・未請求一覧表
　・請求日報

＇１（

上記の一覧それぞれ、以下の条件で抽出できること。
＇団体（
　・請求日
　・入金日
　・団体
　・施設
　・分割区分
　・請求書番号
＇個人（
　・請求日
　・入金日
　・団体
　・施設
　・コース
　・受診日
　・受診番号
　・分割区分
　・請求書番号

＇２（
検索後の一覧画面については、請求日、請求番号、団体コード、団体名称の項
目を固定表示し、検診料金以下の情報はスクロール表示できること。

＇３（ 一覧表はＣＳＶにて出力可能であること

＇４（ 各種一覧表はコース管理毎での再集計表示が可能であること

１７－統計業務

＇０（

健診データより以下の帳票を出力し、各種公的報告や医療統計データとして再
活用できる仕組みをもっていること。
　・検査項目別受診者数
　・コース別受診者数
　・検査項目別結果集計
　・有所見率一覧
　・労働基準監督署
　・日本病院会統計

＇１（
「検査項目別受診者数」「コース別受診者数」「検査項目別結果集計」におい
て、性別ごとの年齢階層別の集計も行えること。

＇２（ 検索条件をマスタ化し容易に引用が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（

統計資料は以下の条件別に収集し、それらを組み合わせて一覧、ならびに集
計結果を作成できること。
　・受診日＇範囲（
　・検査項目＇範囲（
　・団体コード＇範囲（
　・健診コース＇範囲（
　・性別
　・年齢＇範囲設定　年齢階層設定（

＇４（ 集計結果はプレビュー画面にて確認できること。

＇５（ 確認後印刷出力できること。

＇６（ 集計結果をＣＳＶファイルなど外部ファイルへ出力できること。

１８－協会けんぽ業務

＇０（
受診日範囲を指定して、該当範囲内の協会健診＇旧政管健診（受診者を抽出で
きること。

＇１（
抽出された受診者の基本属性＇氏名、性別、生年月日、団体コード、保健情報（
が確認できること。

＇２（ 当月請求できない受診者に対して月遅れ処理を行うことができること。

＇３（
指定された対象月の実施状況報告書＇受診者の一覧（を作成することができる
こと。

＇４（
実施状況報告書を作成するときに、出力対象となる受診者を選択できること＇基
本的には全部（。

＇５（
受診者の健診区分、肝炎、乳がん、子宮がんの実施状況が画面で確認できる
こと。

＇６（
受診者の健診区分、肝炎、乳がん、子宮がんの実施状況を修正することができ
ること。

＇７（ 指定された対象月の標準的な請求様式を出力できること。

＇８（ 指定された対象月の汎用集計表を出力できること。

＇０／（
汎用集計表を作成する際に、集計結果をＣＳＶファイルに出力し活用することが
できること。

＇００（ 指定された対象月の受診者の結果情報をＦＤに出力できること。

＇０１（ ＦＤに出力する際に出力対象となる受診者を選択できること。

＇０２（ 作成された協会健診ＦＤの内容を確認できること。

２／－マスタ管理

＇０（ 各種マスタのメンテナンスができること。

＇１（ 各種マスタの一覧表を作成できること。

２０－ハードウェア



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

健診サーバ
OS ＇０（ Windows 2003 Server 相当以上

　×1台
CPU ＇１（ インテル®Xeon® X3430 2.40GHz相当以上

メモリ ＇２（ 運用上問題のない必要容量を搭載のこと。

HDD ＇３（ RAID構成により実容量300GB以上

無停電電源装置 ＇４（ 750VA、電源管理用ソフトによりスケジュール設定ができること

その他 ＇５（ ﾒｰｶｰ品であること。組み立てﾊﾟｿｺﾝでないこと。ｻｰﾊﾞとﾊﾟｿｺﾝは同一ﾒｰｶｰであ
ること。

データベース ＇６（ クライアント台数分のライセンスを有すること。

健診システム ＇７（ クライアント台数分のライセンスを有すること。

健診クライアント
OS ＇０（ Windows ６ professional　相当以上

　×３台
形式 ＇１（ 省スペース型

CPU ＇２（ インテル(R) Core i４プロセッサ相当以上

メモリ ＇３（ 運用上問題のない必要容量を搭載のこと。

HDD ＇４（ 160GB以上

光学ドライブ ＇５（ CDR/RW With DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞを内蔵すること

ディスプレイ ＇６（ 20型ワイド液晶ディスプレイ相当以上

その他 ＇７（ ﾒｰｶｰ品であること。組み立てﾊﾟｿｺﾝでないこと。ｻｰﾊﾞとﾊﾟｿｺﾝは同一ﾒｰｶｰであ
ること。

アプリケーション ＇８（ Microsoft® Office Personal 2010相当以上

プリンター 中速レーザモノクロプリンタ
＇詳細機能（

＇０（ ①A4レーザプリンタであること。

＇１（ ②モノクロプリンタであること。

＇２（ ③印刷速度は、A4モノクロで20PPM以上であること。

＇３（ ④給紙の種類として、手差しを含めて3種類の用紙を装填することができるこ
と。

ﾈｯﾄﾜｰｸ機器

保守費用 導入後5年間にかかるメンテナンス費を見積もること、落札時の契約には含まな
い。

ハードウェア保守 5年間保守。＇パーツ保証含む当日出張修理)を付保のこと。(メーカー保証とす
る)

ソフトウェア保守 5年間保守。運用サポート、Q&A対応および機能不良または不具合箇所のシス
テム対応を実施すること。また、年度の切り替わりによる協会けんぽの仕様変
更など、既存の健診制度内における軽微な仕様変更に対応すること。

機能不良または不具合箇所により障害が発生した場合、復旧にかかる作業お
よびそのシステム修正作業は、上記ソフトウェア保守の範囲外とし、無償で対応
すること。

リモートメンテナンスについては営業時間内であれば即時的に対応ができるこ
と。使用する回線についてはセキュリティを考慮すること。

２２－その他

その他 ＇０（
既存業務の運用方式を十分に理解の上、現場業務に支障が出ないよ
う、新システム側の調整および、利用者側のトレーニングを実施す
ること。

２１－保守



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１（
健診担当者と詳細を打合せの上、システム導入を進めること。

＇２（

上記仕様のシステム導入にかかる費用以外にも、下記の機器・ｿﾌﾄ
ｳｪｱの搬入、据付、配線(設置場所内)、調整およびこれらに付帯す
る作業費用も全て含めること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム　データ移行項目
回答 備考欄

０－データ移行項目 ０－データ

０－マスタ情報 ＇０（ 付加情報マスタ

＇１（ 追加・削除マスタ

＇２（ 地区マスタ

＇３（ 自動判定マスタ

＇４（ 自動判定_要素項目_マスタ

＇５（ 自動判定_判定情報_マスタ

＇６（ 所属マスタ

＇７（ 履歴管理マスタ

＇８（ コース管理マスタ

＇０／（ 検査パターンマスタ

＇００（ フリー印字管理マスタ

＇０１（ 政管一次マスタ

＇０２（ 政管一次_コース_マスタ

＇０３（ 政管未実施マスタ

＇０４（ 政管未実施_項目_マスタ

＇０５（ 休日情報マスタ

＇０６（ 業種マスタ

＇０７（ 監督署マスタ

＇０８（ 施設マスタ

＇１／（ 職種マスタ

＇１０（ 判定基準マスタ

＇１１（ 判定基準_名称_マスタ

＇１２（ 実施場所マスタ

＇１３（ 実施順序マスタ

＇１４（ 保健所マスタ

＇１５（ 税率マスタ

＇１６（ 時間帯マスタ

＇１７（ ＸＭＬ請求マスタ

＇１８（ 単位マスタ

＇２／（ ロジックマスタ

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

健診システム　データ移行項目
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２０（ ロジック_明細_マスタ

＇２１（ 結果コメントマスタ

＇２２（ 総合所見順位マスタ

＇２３（ 所見区分マスタ

＇２４（ 役割マスタ

＇２５（ 団体マスタ

＇２６（ 個人マスタ

＇２７（ 項目マスタ

＇２８（ コースマスタ

＇３／（ 所見マスタ

＇３０（ 料金マスタ

＇３１（ 帳票マスタ

＇３２（ データ抽出マスタ

＇３３（ 総合所見統合マスタ

＇３４（ 画面マスタ

＇３５（ 郵便番号マスタ

＇３６（ 営業担当者マスタ

１－予約データ ＇０（ 個人予約データ

２－受付データ ＇０（ 個人受付結果データ

３－請求データ ＇０（ 個人請求書データ

＇１（ 個人入金データ

＇２（ 団体請求書データ

＇３（ 団体入金データ



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

０－検体検査システム機能 ０－全般

＇０（
サーバ．クライアントは国際標準機＇ＤＯＳ．Ｖ（パソコンによりＷｉｎｄｏｗｓで構築された
システムであること。また、そのシステムでの導入実績があること。

＇１（
サーバについては、導入オーダーエントリーシステムのスペックと同等の仕様を満たすこ
と

＇２（ ＯＳ　９WindowsServer2008R2 同等以上

＇３（ ＣＰＵ９Xeon クアッドコア 2.26GHｚ以上

＇４（ メモリ９12GB以上

＇５（
ハードディスク９300GB以上、SAS、15000rmp以上、RAID構成(冗長化)、ホットスワップ対
応

＇６（
ＤＡＴ、ＬＴＯ、外部ハードディスク等へ、全データを対象に媒体バックアップ処理が自動
にて行え、２世代以上のバックアップ管理とリストアが行えること。

＇７（ バックアップ中でも検査システム業務に支障なく動作が可能であること。

＇８（ ＯＳの自動終了ソフトウェアを有する無停電電源装置を装備すること。

＇０／（ メインサーバの日付・時刻は上位システムサーバとの同期が可能であること。

＇００（ 検査サブサーバや各ＰＣの日付・時刻は検査メインサーバと同期が可能であること。

＇０１（
メインサーバの障害時に継続運用が可能となるよう、バックアップサーバを用意するこ
と。障害時の切替はユーザの簡単な操作にて行えること。

＇０２（
汎用性の高いリレーショナル　データベース＇ＯＲＡＣＬＥ＋ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　等（にて構築さ
れたシステムであること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０３（
処理検体数に合わせ、４年～０／年のデータを常時参照可能なサーバディスク容量での
提案とすること。過去データを媒体＇ＭＯ等（による結果参照は行わないこと。

＇０４（
検体検査システム導入機器については、導入オーダーエントリーシステムのスペックと
同等の仕様を満たすこと

＇０５（ 検査サーバ　　　　　　　　　　　　９2台以上

＇０６（ 検査クライアント＇デスクトップ型（９9台以上

＇０７（
レーザープリンタ　　　　　　　　　９4台以上 　　　　　　　カラーレーザープリンター　　９1台
計5台以上

＇０８（
バーコードプリンタ　　　　　　　　９3台以上   オーダリングの際には各外来、救急室、病棟
に必要印刷制御は検査システム側にて制御する

＇１／（ バーコードリーダ　　　　　　　　　９9台以上(端末の台数分)

＇１０（ スキャナー　　　　　　　　　　　　　９1台　　画像データ等のに取り込み

＇１１（ プリンタ出力は任意の場所より行える様、ネットワーク直結型であること。

＇１２（ 資源の有効利用を図るため、既存のサーバ・クライアント等の活用が可能であること。

＇１３（
画面解像度ＳＸＧＡ＇０１７／×０／１３（以上に対応し最適化されたシステムであり画面サ
イズ19インチ以上

＇１４（
既存システムよりデータのレイアウト提供、ＣＳＶ等での媒体提供により、検査データを
移行できること。

＇１５（
検査機器増設、搬送システム、オーダリング、電子カルテ等、多様化する医療情報シス
テムに合わせ考慮されたシステムであること。又、オーダリングについては、標準にて
オーダリング連携用テーブルを備えていること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１６（
オーダー権限を検査室の各担当者に与えること。＇Dr.の業務軽減、迅速な追加オー
ダー、算定漏れをなくすため（

＇１７（ オーダー後、検体の進捗状況が　×検査　○オーダリングシステムで確認できること。

＇１８（ 血液製剤、交差適合試験が登録可能な検体検査システムであること。

＇２／（ 血液製剤の在庫・検索を行えること。

＇２０（ 輸血オーダーを手入力し、一覧表示できること。

＇２１（
上位システム＇電子カルテ・オーダリング（がダウンした際も検査運用が停止しない単独
稼働が可能なシステムであること。

＇２２（
コンピュータとの対話は、極力日本語で行われること。また、運用管理にあたっては、専
従のコンピュータ担当者を配置しないので、システムの自動運転機能を有した操作性の
簡便なものであること。

＇２３（ 検査データを承認・確定した後に、簡単にデータ修正ができない工夫があること。

＇２４（ 当院が提示する、セキュリティーポリシーに則り、リモートメンテナンスが行えること。

＇２５（ 端末障害時に備え全ての機能は全端末にて行えること。

＇２６（
検査データ等、機微情報を扱うシステムとなるため、ＩＳＭＳ認証、Ｐマーク認証等　個人
情報保護に関する第三者機関による認証を受けている会社であること。

＇２７（
保守・故障や障害発生時において、迅速な対応を行うため、対応要員＇日本医療情報学
会が定めた、医療情報技師１名以上（によるサポート体制を有すること。

＇２８（ 上項において、システム開発会社の社員であることを証明し、提示すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３／（ 障害発生時には上項要員が、本施設に入る体制を用意すること。

＇３０（ 導入から稼働後のシステムサポートまで一貫した支援サービスが行えること。

１－検査受
付業務

＇０（ 登録検査項目数は８８８８項目以上であること。

＇１（ 患者属性保存件数は８８８＋８８８件以上であること。

＇２（
検査依頼データの登録．修正．削除　等は業務を考慮し全てキーボードでの操作がで
きること。

＇３（
真正性の確保の為、削除を行った受付．項目の表示が可能であること。又、削除の取り
消しにより依頼内容の復帰が可能であること。

＇４（ ０受付に対し、最大１／／項目まで受付ができること。

＇５（
コメントは０受付に対し、依頼コメント＇コード用．フリー入力用（、各報告書用コメント
＇コード用、フリー入力用（を有すること。

＇６（
患者ＩＤ入力時に前回依頼日付と受付番号が表示されること。又、当日に受付が存在す
る場合は追加と新規の選択ができるよう注意メッセージの表示が可能であること。

＇７（ ＩＤの無い患者登録にも対応できること。

＇８（
外部施設での患者ＩＤや社員ＩＤを使用しての前回値、時系列参照が可能であること。＇施
設が異なる場合には同ＩＤが使用でき、複数医療機関への対応が可能であること（

＇０／（
患者ＩＤ入力時に前回依頼元、担当医が自動的にセットされること。又、以前に検査され
た血液型、感染症等の患者補足情報の表示ができること。又、その補足情報項目の設
定はユーザﾞにて任意に行え自動にて関連づけができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００（
患者氏名の入力時には漢字変換入力された時点でカナ氏名が自動的に振られること。
生年月日入力時に年齢の自動計算が行えること。又、年齢のみの入力にも対応してい
ること。

＇０１（
セット項目での登録時には項目内容が展開表示され、セット項目からの項目削除が受
付登録時にできること。

＇０２（ 依頼時のコードコメントが登録でき、フリーコメント＇最大４／文字（も登録できること。

＇０３（
キーアクションを減らす為、入力必要のない情報はスキップする設定を端末単位にて行
えること。

＇０４（
受付単位で通常、緊急、至急検体の指定が行え、項目単位での緊急指定にも対応して
いること。

＇０５（
コード選択の場合、マスタの一覧がキーボード・マウスの右クリックより簡単に呼び出せ
ること。

＇０６（ 受付登録画面と結果入力画面は双方に０キーでジャンプできること。

＇０７（
受付の一括作成機能を有すること。コピー内容は緊急区分、依頼元、Ｄｒ、コメント、検査
項目など選択が可能であること。

＇０８（
受付登録時には自動にて受付番号が繰り上がること。又、各端末設定にて番号範囲な
ど設定が行えること。

＇１／（
身長・体重・蓄尿量・時間など依頼時に記載されている結果情報は依頼入力時に同時
入力が行え、検査結果の自動演算に反映され利用が可能であること。

＇１０（
検体バーコードラベルの発行機能が備わっており、登録時に出力の有無を任意に選択
可能であること。バーコードを利用した患者到着確認時に心電図患者ラベルの発行機能
が必要。

＇１１（ 連休を考慮した予約受付に対応できること。

＇１２（ 検体バーコードを利用した検体到着確認が行えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１３（
検体到着時に分注バーコードラベルの発行が行えること。出力分注ラベルの指定は
ユーザの指定により端末単位にて切替が可能であること。

＇１４（ 尿検体の到着確認をした際、同時にUF及びUS用のバーコードラベルが出せること。

＇１５（ 到着済検体、未到着検体を一覧表示する画面を有すること。

＇１６（ 検体毎での検査項目情報など詳細情報の確認が可能であること。

＇１７（
同一オーダの他検体の未到着・到着済の状況が色分け表示などで簡単に確認が可能
であること。

＇１８（ バーコードが無い場合に一覧画面より選択し強制到着確認が可能であること。

＇２／（
検体が未採取となった場合、検査中止の指示を検体単位にて一括で実施することが可
能であること。

２－システ
ム連携関連

＇０（

外部出力インターフェースを有する既存分析装置について接続が可能であること。又、
システム構築までに同等機種への変更がある場合には無償にて対応ができること。以
下の分析機器と接続すること日立7180、日立labospec003、ＣＡＢＡＳ6000、ＸＥ2100、ＣＡ
550、ＧＡ1170、ＨＡ8180、ＲＰ1265、ＵＳ3200Ｒ、UF1000i、PASFAST、GA003、RP405、
BCROBO、心電図計、スパイロメータ、心エコー、腹部エコー

＇１（

検査装置との接続は機器増設や設置場所、端末台数、端末障害時に問題にならない
様、制御端末への直接ケーブル接続＇PCとのRRS232Cによるシリアルケーブル接続は
不可（ではなく、ネットワーク経由による集中管理とし、夜間・休日等、０～１台の端末で
のオンライン運用を可能とすること。又、接続制御端末の障害時には簡単な設定で他の
端末に変更ができること。

＇２（
バーコード読取装置を保有する検査装置については依頼・結果の通信時に自動にて検
体到着確認が行えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（ 血液ガスの測定はハンディバーコードを使用し測定が行えること。

＇４（ 透析室の血液ガスもオーダリングシステムへ結果を返すこと。

＇５（
手動で検体到着を行う場合でも、検査装置を介して検体到着を併用実行が可能であり、
到着漏れを防止できること。

＇６（
オーダリング＇電子カルテ（システムより検体検査＇生化学・血清・免疫・血液・尿一般等（
の依頼データ受信が行えること。

＇７（ 細菌検査の結果をオーダリングシステムへ返すこと。

＇８（ オーダ受付時に採取用バーコードラベル発行が行えること。

＇０／（
オーダ受付の際には採血者の表示．登録、採血時専用のコメント＇歩行困難、採血困
難、ＶＩＰ 等（、20文字程度のフリーコメントの表示．登録が可能であること。

＇００（
オーダ受付時、又は検体到着時に会計算定情報の送信が行えること。送信の有無や入
院・外来による送信タイミングはユーザにて決定し自動で行えること。

＇０１（
承認された検査結果より随時検査結果の送信がオペレーションを介さず自動にて行える
こと。又、一括送信や再送信機能も有すること。

＇０２（
外注検査会社の検査の受付をし、ＭＥＤＩＳフォーマットに準拠した依頼・結果の送受信
が可能であること。

＇０３（ 外注の病理検査・画像結果をオーダリングシステムシステムへ返すこと。

＇０４（ 外注検査会社ごとに一覧表の印刷ができること。

＇０５（
外注検査会社ごとに依頼・結果取込情報の専用画面を有し確認と依頼・結果取込フラグ
の解除設定が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０６（
外注検査会社が指定フォーマットで出力できる場合、画像結果情報の取込を行い表示
が可能であること。

＇０７（
外注検査会社の結果については、検査システム内取込時に自動的にオーダへ結果送
信が行えること。

＇０８（ 医事会計システムより患者属性情報の取得が行えること。

＇１／（ 当院が所有する細菌システムに、患者属性データを一括して取り込むこと。

３－検査準
備業務

＇０（
検査依頼情報により以下のワークシートの作成．発行ができること。指示は複数一括
指定ができること。又、プレビュー機能が備わっていること。

＇１（ 1)検査装置オンライン用

＇２（ 2)用手法用＇多項目（最大１／／項目

＇３（ 3)用手法用＇複項目（前回値・前回日付

＇４（ 4)用手法用＇単項目（前回値・前回日付

＇５（
各検体ラベル毎に文字サイズ、縦横 等のデザインの設定を変更可能であること。又、各
ラベル毎に出力場所を設定し検体バーコードラベルを自動発行できること。

＇６（

ラベル印字情報はＩＤ、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、年齢、性別、日付、オーダ番
号、受付番号、依頼元、依頼医、依頼コメント、採血管名、材料、ラベル名、負荷時間、
採取量、分注量、外注先、検査グループ、測定検査装置名、項目名、バーコード情報 等
が設定可能であること。

＇７（
採取、分注ラベルの量の印字は採血量固定・項目毎加算・最低量＊項目毎加算など設
定が可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８（
設定採取量が容器量の上限を超えた場合には採取量の多い代替容器への印字切替、
同一ラベル複数印字など設定にて変更が可能であること。

＇０／（
バーコードタッチリーダにて検体バーコードを読込ませ同ラベルを再発行する機能が備
わっていること。

＇００（
精度管理用バーコードや分析装置ストップバーコードなどに利用するため、指定したＩＤ
を入力しバーコードを発行する機能が備わっていること。

＇０１（
日付範囲を指定し依頼元別．受付順に採取一覧表＇受付台帳（の発行ができること。
セット項目、親項目内容を任意設定にて展開印字できること。また、採取ラベル情報もあ
わせて印字が可能であること。

４－検査実
施業務

＇０（
検査結果の入力は以下の方法でできること。又、全ての表示結果よりＣＳＶ・ＥＸＣＥＬを
選択し直接出力する機能を有すること。

＇１（
検査結果データは半角20文字の入力が可能であり、コードからの簡易入力も可能であ
ること。

＇２（
コードからの簡易や選択入力の場合、各項目毎に必要な情報のみの抽出設定が可能
であること。

＇３（ 1)受付単位結果入力＇前回値、前回日（

＇４（ 2)単項目結果入力＇前回値、前回日（

＇５（ 3)複項目結果入力＇前回値、前回日（

＇６（
結果入力、オンラインデータ取得時にデータチェックは以下の方法でリアルタイムに表示
できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇７（ 各種判定はは年齢範囲、性別、依頼元毎に設定が可能であること。

＇８（ 1)基準値チェック

＇０／（ 2)初回値チェック

＇００（ 3)前回値比・差チェック

＇０１（ 4)パニック値チェック

＇０２（ 5)分析装置アラーム＇ワーニング・フラッグ（チェック

＇０３（
ＡＢＯ式およびＲｈｏ式を自動判定する血液型検査結果入力の画面を有し、前回値と今
回値が異なる場合には、警告チェックできること。

＇０４（
管理検体チェックができること。又、ＣＳＶ・ＥＸＣＥＬを選択し直接出力する機能を有する
こと。

＇０５（ 1)リアルタイムにてＳＤの範囲による色分け表示が可能であること。

＇０６（ 2)指定日付範囲より管理数値の自動演算設定が可能であること。

＇０７（ 3)日内Ｘ，Ｒ法管理図

＇０８（ 4)日差Ｘ，Ｒ法管理図

＇１／（

血液像カウンタには、下記の血液検査で行う全ての業務が０画面にて行えること。又、
最大カウント値は＇１４、４／、０／／～８／／まで自由に再設定でき、カウント途中で最大カ
ウント数を変更できること。カウント結果と装置で測定されたデータは別に管理し、カウン
ト後もどちらのデータを採用するかの切替が可能であること。

＇１０（ 1)患者情報＇ＩＤ、氏名、生年月日、年齢、依頼元、担当医、受付コメント　等（



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１１（ 2)ＣＢＣ、ＤＩＦＦ、Ｒｅｔｉ、フラッグ情報、ＬＤ、ＣＲＰ等関連項目データ、前回値

＇１２（ 3)時系列表示

＇１３（ 4)所見入力追加

＇１４（ 5)コメント、鏡検者の入力と前回データ

＇１５（ 6)血液疾患情報の表示と追加入力

＇１６（
7)各項目のカウント項目は任意のキーを設定可能であること。また、カウント音は項目毎
に変更が可能であること。

＇１７（
尿沈渣入力画面は、専用カウンタキーボードによる沈渣項目、結果のワンタッチ入力が
行えること。又、下記の尿検査で行う全ての業務が０画面にて行え、任意設定にて便検
査などの項目も同時入力が可能であること。

＇１８（ 1)患者情報

＇２／（ 2)尿定性データ＇前回値、前回日（

＇２０（ 3)時系列表示

＇２１（ 4)コメント入力

＇２２（ コメント入力欄の縦、横サイズは自由に選べること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２３（ コメント入力欄は改行しても文字数が減らないこと。

＇２４（ 所見入力したコメントは印刷しあるいは、データで臨床側へ渡せること。

＇２５（ 5)沈渣項目の追加、データの入力

＇２６（
尿定性データにより沈渣目視の追加ができる。＇尿蛋白1+以上、尿糖500以上、潜血1+
以上、ｹﾄﾝ体2+以上、尿混濁+-以上、UFフラグある物（
尿糖定性が1+以上により尿定量のバーコードラベルを発行、

＇２７（
尿定性データにより沈渣目視の追加ができる。＇尿蛋白1+以上、尿糖500以上、潜血1+
以上、ｹﾄﾝ体2+以上、尿混濁+-以上、UFフラグある物（
尿糖定性が1+以上により尿定量のバーコードラベルを発行、

＇２８（ 尿沈渣のデータ入力時に前回値、前〄回値が閲覧出来ること。

＇３／（ 尿枕渣カウントをする際に生化学データが見えること＇LDH,CPK,Glu,HbA1c,Alb等（

＇３０（ 便虫卵は＊ーとは別にコメントが入れれること。

＇３１（ 体腔液検査等で結果コメント入力は０枞０／数文字程度を縦に5枞以上必要とすること。

＇３２（ CAPD等の所見を入力する際、テンプレートから選択しコメントを追加させれること。

＇３３（ 血液型の成績表及び適合表は検査システム側で作成すること。

＇３４（ 交差試験ワークシートを画面出力できること。

＇３５（ 交差試験の予定一覧形式の、交差試験チェックリストを出力できること。
５－進捗状
況管理業
務



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０（
未検査、再検中、再検済、基準値チェック＇Ｌｏｗ＋Ｈｉｇｈ（、前回値比チェック、パニック値
チェック、分析装置アラームチェックの表示を記号・文字など色分け表示が可能であるこ
と。

＇１（ 項目単位にて各データチェック判定時の自動承認機能を持つこと。

＇２（ 項目グループ単位にて各データチェック判定時のグループ自動承認機能を持つこと。

＇３（ 項目単位にて各データチェック判定時の自動再検機能を持つこと。

＇４（ 項目グループ単位にて各データチェック判定時のグループ自動再検機能を持つこと。

＇５（ 進捗状況画面はノータッチにて表示更新が可能であること。

＇６（
進捗状況画面は自動更新が可能なこと。また、画面更新時間は端末ごとに任意設定可
能であること。

＇７（
進捗状況項目の設定は複数のオンライン機器項目や用手法項目を一括して管理できる
様、マスタにて任意作成が可能で各端末単位にて選択変更が随時可能であること。

＇８（
進捗状況画面より検査結果の確認、修正入力が行えること。又、同画面より画面を切替
えることなく時系列の参照が可能であること。

＇０／（
進捗状況画面より他分野の検査結果は参照表示のみとし修正が行えないように設定が
可能であること。

＇００（
同画面内より全項目、選択項目の再検指示が行え登録検査結果の選択が項目単位で
任意に行えること。

＇０１（
再検結果については消去すること無く検査データと同様の保存期間であること。また、各
項目毎に何回目の再検データを選択し報告したかの確認がユーザにて可能であるこ
と。

＇０２（
再検指示時には「再検済」などのコメントの自動追加の設定が各検査装置毎に可能であ
ること。また、入力コメントの修正も可能であること。

＇０３（ 進捗状況画面内で緊急報告書出力状況が確認できること。

＇０４（ 進捗状況画面内で最終報告書出力状況が確認できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０５（
進捗状況画面内で上位システム＇電子カルテ・オーダリング（への送信状況が確認でき
ること。

＇０６（
各検査装置との連携において依頼時間＇依頼情報送信時間（・結果時間＇結果取込時
間（の取込と表示を各検査データとともに表示が可能であること。

＇０７（
０オーダに対しての検査結果データが確認済に関しては非表示となり、未検査や未確認
データのみの表示とすること。

＇０８（
時間経過を監視し、各検査分野毎に指定時間を超過した場合の色分け表示を行い、経
過時間が大幅に経過した場合にはポップアップにて状態を表示できること。

６－検査報
告業務

＇０（
検査結果報告書は複数日の範囲指定ができ、依頼元、受付番号順の切替により中間・
最終報告書が発行できること。

＇１（ 報告書種類毎に出力先のデフォルト設定が可能であること。

＇２（
緊急検査報告書レイアウトはＡ４、Ａ３白紙用紙を任意に選択でき項目名、基準値、デー
タ、等を印字できること。

＇３（
緊急検査報告書は緊急項目が確認済になった時点で自動的に依頼元毎に設定された
プリンタに出力されること。又、同画面より強制的に出力先の変更を行えること。

＇４（
報告書出力レイアウトの変更は、用紙サイズ．印字内容．字数　等　ＧＵＩにて任意に設
定でき、バックアップやリストア機能も有すること。

＇５（ 血液型報告書は、カラーレーザープリンターにて印字対応できること。

＇６（ 報告書の発行状況、緊急報告書出力状況は画面にて確認できること。

＇７（ 輸血副作用結果の入力機能ができること。

＇８（
適合書、出庫伝票を印刷する場合に、そのデザインをユーザーが簡単な操作で変更で
きること。

＇０／（
輸血情報入力画面より交差入力を行い、交差適合ラベルおよび交差試験報告書を出力
できること

＇００（ 検査台帳の発行ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

検体検査システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方
法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇12（ 輸血管理システムによる製剤管理等ができる事。

７－集計・統
計業務

＇０（
項目毎の検査件数、保険点数、判断料、加算等の検査収益合計の日報．月報．年報
の作成ができること。又、ＣＳＶ・ＥＸＣＥＬを選択し直接出力する機能を有すること。

＇１（
時間外検査の日報．月報．年報の作成ができること。又、ＣＳＶ・ＥＸＣＥＬを選択し直接
出力する機能を有すること。

＇２（ 集計単位＇外来．入院．健診．研究　等（は任意に設定できること。

＇３（
日付範囲、緊急区分、科・病棟、Ｄｒ、項目、検査結果などユーザの任意設定にて統計抽
出ができること。又、抽出結果はエクセル等の表計算ソフトウェアに出力できること。

＇４（ 輸血時の住所、患者情報をロット単位に管理できること。

＇５（ 通常統計とは別項目グループを作成し統計作成が行えること。

＇６（ 患者単位の製剤使用履歴＇使用製剤表示・ロット詳細情報表示（を照会できること。

＇７（
各検査分析装置の精度管理を検査システム側で行うこと。なお、月ごとの抽出及び印刷
が行えること。

＇9（ 患者単位の副作用履歴を照会できる画面を有すること。



要求仕様書，病理検査

大分類
「分類」または、その「画面構成」

中分類
「機能」およびその「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」およびその「実現方法」

回答 備考欄
０－患者情報・検査指示

ａ－検査指示
ａ，０－　患者情報、及び検査指示情報についてコメント入力＇選択入力、ワープロ入力（が
可能であること。

ｂ－検索機能
ｂ，０－　患者番号、カナ氏名等による患者情報の検索が可能であること。

ｃ－検査結果
ｃ，０－　検査結果、所見をマスタ化し、選択入力及びフリー入力できること。

ｄ－進捗管理

ｄ，０－　各検体の作業進捗状況が確認できること。

１－検査受付
ａ－組織診受付
ａ，０－　バーコード読み込みにより、検体受付が可能なこと。
ａ，１－　検査依頼のある患者属性＇患者番号、カナ氏名、漢字氏名、性別、生年月日（の
登録、修正ができること。

ａ，２－　検査依頼のある依頼情報の登録、修正ができること。また新規登録の場合は、日
付＇依頼日、受付日、採取日（が自動設定されること。

ａ，３－　検査依頼のある臓器名と採取方法の登録、修正ができること。

ａ，４－　コード体系はＳＮＯＭＥＤ準拠のコードであること。ＩＣＤ，０／コードも扱えること。

ａ，５－　検査依頼のある臨床所見、臨床診断、依頼目的の登録、修正ができること。

ｂ－細胞診受付
ｂ，０－　バーコード読み込みにより、検体受付が可能なこと。
ｂ，１－　検査依頼のある患者属性＇患者番号、カナ氏名、漢字氏名、性別、生年月日（の
登録、修正ができること。

ｂ，２－　検査依頼のある依頼情報の登録、修正ができること。また新規登録の場合は、日
付＇依頼日、受付日、採取日（が自動設定されること。

ｂ，３－　検査依頼のある材料名、採取方法、採取部位、染色名、スライド枚数の登録、修
正ができること。

ｂ，４－　検査依頼のある臨床所見、臨床診断、依頼目的の登録、修正ができること。

２－切出し指示
ａ－組織診及び剖検切り出し指示
ａ，０－　切出し指示情報を表示させる条件＇受付日、患者番号、カナ氏名、検査ＩＤ等（が指
定できること。

ａ，１－　臓器の画像＇ＴＶカメラ、デジタルカメラ、ファイル等（を取り込めること。
ａ，２－　取り込んだマクロ画像に対して切出し線を書き込み、切出し画像として取り込んだ
画像とは別に保存できること。

ａ，３－　臓器を選択し、切出し数＋染色＋スライド枚数＋作成予定日＋担当技師を登録．修
正できること。また、各切出しには、臓器ごとに設定されている染色名とスライド枚数が自
動的に入力されること。

＇詳細機能（
スライド用のシールが発行できること。

３－ワークシート
ａ－ワークシート表示・印刷
ａー０－　ワークシートに関して、検索条件を指定し一覧表示・印刷ができること。

(検索条件)
施設名＋患者ＩＤ＋カナ氏名＋検査ＩＤ＋担当技師＋ラベル未作成＋追加染
色など

４－所見診断
ａ－所見診断入力

パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△

不可９×
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要求仕様書，病理検査

回答 備考欄
ａ，０－　検索条件＇施設名＋患者番号＋カナ氏名＋検査ＩＤ＋等（を指定し検査情報を表示で
きること。

病理検査，112/291



要求仕様書，病理検査

回答 備考欄
(表示内容（
依頼施設＋診療科目＋臨床医＋入外区分＋病棟＋依頼日＋受付日＋採取
日時＋検査種別＋臓器＋臨床所見＋臨床診断＋依頼目的

ａ，１－　患者ＩＤが同じ過去の検査の一覧＇検査ＩＤ＋受付日＋診断文（を表示し、かつ、一覧
から選択した既往歴の詳細を表示できること。

＇表示内容（
依頼＋臨床情報＋画像＋癌取り扱い規約＋所見フォーム＋診断結果

ａ，２－　類似症例を検索、一覧を表示し、かつ、一覧から選択した典型症例の詳細を表示
できること。

ａ，３－　登録された依頼書、マクロ画像、ミクロ画像の表示ができること。スライドに関連付
けてミクロ画像を取込むことができること。

ａ，４－　がん取扱規約にもとづく報告書作成機能があること。

５－管理業務

ａ－台帳管理

ａ，０－　台帳管理に関し、検索条件＇施設名＋患者ＩＤ＋患者フリガナ＋検査ＩＤ＋受付日＋報
告書印刷日＋台帳未印刷（を指定し、一覧表示・印刷ができること。

(内容（
①検査ＩＤ＋患者ＩＤ＋フリガナ＋生年月日＋性別＋診療科目＋臓器名＋受付
日＋報告日＋最終診断

ａ，１－　剖検管理台帳の作成ができること。
(内容（

①受付日、検査ＩＤ＋患者ＩＤ＋フリガナ＋生年月日＋性別＋依頼科、病棟、
主治医、死亡日時、臨床診断名

②解剖の目的、臓器＇全身解剖．部分解剖＇胸腹部、頭部、腹部のみ、
胸部のみ等（、感染症の有無＇HBV、HCV、HIV、梅毒、ATL、結核等（

③剖検開始時間．終了時間、報告日、最終診断

ｂ－進捗管理
ｂ，０－　進捗管理に関し、検索条件＇施設名＋患者ＩＤ＋患者フリガナ＋検査ＩＤ＋臨床医＋診
断確定者＋受付日＋依頼日＋進捗ステップ（を指定し、一覧表示ができること。

(内容（
①検査ＩＤ＋患者ＩＤ＋フリガナ＋臓器名＋依頼日＋受付日＋指示日＋スライ
ド作成日＋診断日＋診断種別

ｃ－検査データ検索
ｃ，０－　検査データ検索に関し､以下の条件の組み合わせで検査データの検索ができるこ
と。

(条件組合せ（
①検査項目＋患者ＩＤ＋フリガナ＋性別＋年齢＋施設名＋検査ＩＤ＋依頼日＋
受付日＋臓器＋材料＋採取方法＋染色方法＋クラス判定＋報告日＋診断
状況＋所見＋診断＋検査種目＋入外区分＋診療科目＋臨床医＋切出指示
医＋標本作製技師＋スクリーナ０＋スクリーナ１＋細胞診指導医＋診断入
力者＋診断確定者＋典型症例チェック

ｄ－標本管理

ｄ，０－　標本管理に関し､以下の項目で標本の貸出管理を行ない､貸出し標本は貸出リス
トに登録ができること。

(登録項目（
検査科目＋検査ＩＤ＋カナ氏名＋漢字氏名＋患者番号＋受付日、貸出日＋
返却予定日＋貸出先＋備考

６－その他
ａ－スキャナ
ａ，０－　他院からの受付は、依頼用紙をスキャナで読取ることで行えること。
ａ，１－　外注検査の結果をスキャナで読み取ることが可能なこと。
ａ，２－　ワークシートをスキャナで読み取ることが可能なこと。

病理検査，113/291



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

０－リハビりシステム機能 ０、基本仕様

1.利用者認証

1
利用者毎にID、パスワード管理でき、職種毎に利用できる機能の制限ができる
こと。

2
利用者本人によるパスワード変更ができること。

患者登録機能

1
患者基本情報の登録、更新、照会ができること。

2
患者詳細情報として、複数電話番号、メールアドレス、旧姓、職業の管理ができ
ること。

3
自宅および緊急時連絡先を登録ができること。

4
郵便番号、住所が登録できること。

5
住所が郵便番号から自動で入力できること。

6
病院独自で設定した任意の属性を管理ができること。

7
患者の入退院、転科、転棟の情報を管理ができること。

8
患者の入退院経路、コメント入力ができること。

9
患者の回復期病棟の入退棟情報が管理できること。

10
回復期入棟日と入棟上限日数の管理ができること。

11
患者の入退棟経路、コメント入力ができること。

12
患者の保有する保険情報を複数管理ができること。

13
患者の特記事項を自由記載できること。

病棟一覧機能

1
入院患者、退院患者を一覧形式で表示、確認できること。

2
患者ID、診療科、病棟、退院、リハ対象の患者を絞り込む事ができること。

3
入院日、退院日、初回実施日、最終実施日、回復期入退日で患者を絞り込む
事ができること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

4
依頼科、療法区分、疾患区分、病名、依頼医師、リハ医師、療法士グループ、
担当療法士で患者を絞り込む事ができること。

5
FIM、BI、日常生活機能評価などの評価値、評価時期、改善度合い等を指定し
て、患者を絞り込む事ができること。

6
一覧から、処方登録、予約登録、実施登録、患者基本情報の編集ができるこ
と。

7
一覧表示項目を自由に追加、削除設定する事が可能で、表示順序を自由に変
更ができること。

8
病棟一覧を印刷できること。

9
病棟一覧をCSV出力できること。

受信処方一覧機
能

1
医師より指示された処方の着信をリアルタイムに通知できること。

2
受信した処方の一覧表示ができること。

3
受信した処方の内容を確認し、システムにて使用する処方に反映できること。

4
受信した処方に対して、担当療法士を決定することができること。

5
受信処方一覧を印刷ができること。

6
受信処方一覧をCSV出力できること。

処方登録機能

1
処方内容を登録ができること。

2
疾患別区分、起算日より疾患別リハ算定可能期限を表示、確認ができること。

3
疾患別区分、起算日より早期リハ算定可能期限を表示、確認ができること。

4
療法区分のみでの簡易処方登録ができること。

5 一処方に対して複数療法の処方登録ができること。＇共通部分に関しては重複
登録不要（

6
病名、術式、機能障害、合併疾患の管理ができること。

7
処方に対して目的、目標、問題点、禁忌事項等の管理ができること。

8
処方や各療法区分に対してフリーコメントが入力できること。

9
リハビリ処方箋を印刷ができること。

処方一覧機能

1
患者の処方を複数枚管理でき、履歴が一覧表示できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

2
患者ID、療法区分、疾患区分、グループ、担当療法士、入外区分、依頼科、病
棟、病名で絞り込むことができること。

3
疾患別リハ算定上限、早期リハ算定上限、回復期上限となりそうな処方を絞り
込むことができること。

4
疾患別リハ算定上限、早期リハ算定上限、回復期上限までの残日数が一覧で
表示できること。また起算日から何週経過しているか把握できること。

5
処方状態を開始、変更、中止、再開、終了に分類して管理ができること。

6
未実施日数を指定して、終了すべき処方箋を絞り込むことができること。

7
一覧表示項目を自由に追加、削除設定する事が可能で、表示順序を自由に変
更ができること。

8
一覧画面から、修正、複写作成、削除、処方箋印刷、担当療法士変更、処方状
態の変更ができること。

9
一覧から、処方登録、予約登録、実施登録、患者基本情報の編集ができるこ
と。

10
処方一覧を印刷ができること。

11
処方一覧をCSV出力できること。

12
処方の更新日付を指定して一覧を表示、確認ができること。

13
一覧画面から、修正、複写作成、削除、処方箋印刷、担当療法士変更、処方状
態の変更ができること。

14
一覧から、処方登録、予約登録、実施登録、患者基本情報の編集ができるこ
と。

15
更新処方一覧を印刷できること。

16
更新処方一覧をCSVで出力できること。

予約登録機能

1
訓練日時、対象処方、担当療法士、実施場所、単位数、入外区分、診療科の登
録ができること。

2 処方が未登録でも予約登録ができること。

3
日付のみで時間未定での予約を登録ができること。

4
予約に対するコメント記載ができること。

5
登録した予約に対して予約券を印刷ができること。

6
今回登録した予約、又は未来分を含めた予約券を印刷できること。

7
予約券はラベルプリンターで印刷もできること。

予約一覧機能

1
予約の状況を一覧にて表示、確認ができること。

2
一覧表示項目を自由に追加、削除設定する事が可能で、表示順序を自由に変
更ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

3
予約一覧より予約の修正ができること。

4
予約日、患者ID、入外区分、療法区分、療法士、実施場所等で絞込むことがで
きること。

5
予約一覧を印刷できること。

6
予約一覧をCSV出力できること。

一括予約機能

1
指定した期間で自動的に予約登録できること。

2
予約のパターンを処方単位に複数パターン登録できること。

3
パターンとして曜日、開始時間、所要時間、単位数が登録できること。

4
前後の予約との空き時間を設定できること。

5
予約がすでに存在する場合に、重複登録、時間未定、次の担当、予約しない等
の選択ができること。

6
処方日、患者ID、療法区分、入外区分、担当療法士、病棟等で予約する対象を
絞り込むことができること。

7
患者の予約状況を確認できること。

8
一括予約の設定情報を印刷できること。

9
一括予約操作ごと予約を表示できること。

10
一括予約した履歴が表示できること。

11
一括予約操作を取り消しできること。

受付機能

1
氏名、生年月日、性別、病棟、旧姓から患者検索ができること。

2
予約一覧を同画面表示し、一覧からの受付ができること。

3
療法士の簡易スケジュール画面を同画面表示し、予約状況の確認ができるこ
と。

4
担当療法士の割付、変更、訓練単位数の設定、変更ができること。

5
処方無し、予約無し状態での受付ができること。

6
受付時に会計データ＇実施登録（を作成し、会計データを医事システムに送信
ができること。※医事会計システム連携時

7
受付患者一覧を表示、確認ができること。

8
一覧表示項目を自由に追加、削除設定する事が可能で、表示順序を自由に変
更ができること。

実施機能



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

1
訓練内容、会計項目、訓練場所の登録ができること。

2
会計情報の確認が同一画面でできること。

3
疾患区分、対象病名、対象手術、1日9単位算定理由、算定上限除外理由、保
険情報、診療科等、詳細情報を表示、記載、変更ができること。

4
実施保存時に以下のチェックを実施し、チェックにかかった内容を通知できるこ
と。

5
患者一日単位数チェック９1日単位数をチェック。9単位算定可能患者と6単位算
定患者のチェック。

6
療法士単位数チェック９1日の単位数と週の単位数をチェック

7
算定上限日チェック９各疾患別区分で算定上限日、上限日と起算日となる日付
とのチェック

8
脳血管疾患等リハビリテーション料チェック９脳血管疾患等リハビリテーション料
＇廃用（に該当する場合の病名チェック

9
運動器リハビリテーション料＇Ⅰ（チェック９入院患者のみ算定対象チェック

10
摂食機能療法チェック９治療開始日から3ヶ月間はチェックなし。3ヶ月以降月4
回までのチェック

11
総合評価料チェック９同月にすでに登録されている場合はメッセージを表示

12
訪問リハビリチェック９退院日から90日以内は週12単位を基準、それ以降は6単
位を基準にチェック

13
退院時リハビリテーション指導料チェック９同月にすでに登録されている場合は
メッセージを表示

14
退院前訪問指導料チェック９同月にすでに登録されている場合はメッセージを表
示

15
集団コミュニケーション料算定チェック９1日54単位超過をチェック

16
介護支援連携指導料チェック９入院患者のみ算定対象、入院中１回までの算定
チェック

17
がん患者リハビリテーション料チェック９入院患者のみ算定対象としてチェック

18
難病患者リハビリテーション料＇短期集中リハビリテーション実施加算（９短期集
中リハビリテーション実施加算＇０月以内および＇０月超え２月以内（についての
適切な期間チェックおよび外来患者のみ算定可能チェック

19
療法士、病院稼働チェック９稼働時間外の場合はメッセージを表示

20
重複チェック９他の予約や実施と時間が重複する場合はメッセージを表示

21
早期リハ加算可否チェック９疾患別毎の早期リハ算定上限日から、早期リハ加
算算定可否をメッセージ表示

22
初期加算可否チェック９疾患別毎の初期加算算定上限日から、初期加算算定
可否をメッセージ表示

23
算定上限超え13単位チェック９実施月に算定上限超えをチェックし、13単位を超
過のチェック

24
介護保険リハビリテーション移行時チェック９1月目13単位、2月目7単位超過の
チェック

25
算定上限単位超えチェック９実施月に算定単位上限超えチェックをし、選定療養
に移行の確認をメッセージ表示

26
労災チェック９保険が労災の患者は、逓減、算定上限は考慮しない



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

27
実施詳細で登録した会計情報を医事システムに送信できること。

28
リハビリ記録を記載することができること。

29
リハビリ記録は前回実施より引き継ぐことができること。

30
リハビリ記録に記載する文書を、予め部門共通、部門別、個人別で登録でき、
登録された文書を展開できること。

31
実施コメントを記載することができること。

32
実施コメントは前回実施より引き継ぐことができること。

33
実施コメントに記載する文書を、予め部門共通、部門別、個人別で登録でき、登
録された文書を展開できること。

34
登録する実施＇1件のみ（を医事システムに送信しないようにできること。

35
訓練毎の実施記録を印刷できること。

36
実施状況を一覧で表示できること。

37
一覧表示を患者ID、グループ、療法士、入外区分、療法士区分、疾患別区分、
診療科、病棟の条件で絞込み、表示することができること。

38
加算項目に対して条件を絞り込み、算定患者および未算定患者を表示すること
ができること。

39
一覧表示項目を自由に追加、削除設定する事が可能で、表示順序を自由に変
更ができること。

40
実施一覧を印刷できること。

41
実施一覧をCSV出力できること。

42
実施状況により患者が指定期間内でどれだけリハビリ実施したか、また実施に
対してリハビリ記録やコメントなどの情報を一覧形式にて参照できること。

43
実施状況表示には実施単位数のほか、実施した療法内容や加算項目も表示す
ること。

44
実施状況表示には実施内容が労災対象、算定上限超え、０２単位超えの場合
は強調表示すること。

45
実施状況が日単位、週単位、月単位毎に表示できること。

46
実施状況を印刷できること。

47
実施状況をCSV出力できること。

スケジュール機能

1
療法士の予約及び予定、患者の予約及び予定をカレンダー形式で表示できる
こと。

2
複数療法士、他療法の療法士、指定した患者を並べて表示できること。

3
療法士毎の一日あたりの個別、集団の予約単位数、実施単位数がカレンダー
上で確認できること。

4
療法士毎の一週間あたりの個別、集団の予約単位数、実施単位数がカレン
ダー上で確認できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

5
病棟毎の患者の予約及び予定がカレンダー形式で表示できること。

6
表示中患者の担当療法士のスケジュールが容易に表示できること。

7
カレンダーから訓練予約ができること。

8
カレンダーから療法士予定、患者予定の登録ができること。

9
カレンダーから予約日時、担当療法士、予約単位数の変更を容易にできるこ
と。

10
カレンダーから予約、予定を削除できること。

11
カレンダーから予約内容をコピーして新規予約を作成ができること。

12
カレンダーから予約、予定をドラッグ＆ドロップにて移動できること。

13
予約入力する際に、前の患者の終了時間から、任意に指定した時間を空ける
機能を有すること。

14
予約入力する際に、同一患者の他部門の予約終了時間から、任意に指定した
時間を空ける機能を有すること。

15
カレンダーから実施登録状況の確認ができること。

16
カレンダーから実施登録作業ができること。

17
カレンダーから実施データの修正が容易にできること。

18
カレンダーから実施データを削除できること。

19
カレンダーから実施データをコピーして新規実施を作成ができること。

20
カレンダーから実施データをドラッグ＆ドロップにて移動できること。

21
実施入力する際に、前の患者の終了時間から、任意に指定した時間を空ける
機能を有すること。

22
実施入力する際に、同一患者の他部門の予約終了時間から、任意に指定した
時間を空ける機能を有すること。

23
カレンダーの実施データからドラッグ＆ドロップにて予約登録できること。

24
Webブラウザを利用してネットワーク上の端末より、病棟毎の患者スケジュール
の閲覧と予定入力ができること。

25
Webブラウザを利用してネットワーク上の端末より、病棟毎および患者指定によ
り患者毎スケジュール印刷ができること。

帳票印刷機能

1
既存の予約に対して予約券を印刷できること。

2
指定日以降の予約を複数件印刷できること。

3
予約券はラベルプリンターから出力ができること。

4
日指定で1日もしくは1週間分の療法士スケジュールの印刷ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

5

開始時間、終了時間、患者名、療法士、入外区分、疾患別区分、場所、単位数
の項目を選択して印刷項目の設定ができること。また一度項目設定した帳票
は、名前を付けて登録、管理できること。

6
スケジュールはEXCEL形式で保存でき、修正等が容易にできること。

7
日報９単位数合計、疾患別件数統計をそれぞれの条件毎に集計し、EXCEL形
式で保存及び印刷ができること。

8
月報９単位数合計、日別単位統計、疾患別件数統計、療法件数統計をそれぞ
れの条件ごとに集計し、EXCEL形式で保存及び印刷ができること。

9
年報９単位数合計、日別単位統計、疾患別件数統計、療法件数統計をそれぞ
れの条件ごとに集計し、EXCEL形式で保存及び印刷ができること。

10
期間指定９単位数合計、日別単位統計、疾患別件数統計、療法件数統計をそ
れぞれの条件ごとに集計し、EXCEL形式で保存及び印刷できること。

11
出力する項目などが細かく指定できること。

12
一度項目設定した帳票は、名前を付けて登録、管理できること。

総合実施計画書・
実施計画書

1
Webブラウザを利用して登録ができること。

2
厚労省指定の総合実施計画書5様式、実施計画書4様式が選択できること。＇評
価表はBI、FIMを選択できること（

3
各計画書を患者単位で管理できること。

4
記入の必要な患者を検索できること。

5
記入した各計画書を参照、変更、削除できること。

6
前月記入した内容を複写して、各計画書が作成できること。

7 各計画書は医師、看護師、療法士、SW毎に記載状態を管理できるこ
と。＇未作成、下書き、確定保存（

8
記入した各計画書を印刷できること。

9
未記入の各計画書を印刷できること。＇白紙帳票（。

10
実施計画書の記入内容について、項目や文章をテンプレートとして保存するこ
とができること。

11
実施計画書の作成について、テンプレートを展開し効率よく入力できること。

12
登録したテンプレートを削除できること。

リハビリ記録

1
実施のデータ及び記録内容(シェーマ含む)をWebブラウザで表示できること。

2
処方内容と実施内容を並べて表示できること。

3
表示されている記録内容を印刷できること。

4
記録の版数管理ができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

文書管理

1
フォルダにて文書を管理できること。

2
通常文書とテンプレート文書を区別して管理できること。

3
文書を患者単位で管理できること。

4
フォルダの追加、削除、移動、コピー、名前変更ができること。

5
フォルダの詳細が表示できること。(フォルダ名、場所、文書数、フォルダ数、作
成情報、更新情報)

6
フォルダの表示順変更ができること。

7
文書一覧の表示、印刷ができること。

8
文書を開くことができること。

9
文書を指定したファイルに保存できること。

10
文書の保存ができること。(WordおよびExcelファイル)

11
文書の追加、削除、変更、移動、コピーができること。

12
文書の詳細が表示できること。(タイトル名、ファイル名、場所、ファイル種類、
ファイルサイズ、作成情報、更新情報)

13
文書の検索ができること。(タイトル名、ファイル名、探す場所、更新日、サブフォ
ルダの検索)

14
テンプレート文書を呼出して各種情報(患者情報など)を自動的に埋め込みがで
きること。

15
ドラッグ&ドロップにて操作ができること。

カンファレンス機
能

1
Webブラウザを利用して登録ができること。

2
カンファレンス会議体、開催日時、開催場所、議題、参加者の登録ができるこ
と。

3
カンファレンス対象患者の登録ができること。

4
患者に関する各職種の所見の登録ができること。

5
カンファレンスの議事録が登録できること。

6
記入したカンファレンスを参照、変更、削除できること。

7
カンファレンスは各職種の記載状態を管理できること。＇未作成、下書き、確定
保存（

8
カンファレンスの作成状況が一覧で確認でき、未記入の職種を抽出することが
できること。

9
カンファレンス対象患者を、別日のカンファレンスに割付できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

10
前回のカンファレンス内容を複写できること。

11
記入した各職種の所見、議事録が印刷できること。

評価検査機能

1
Webブラウザを利用して登録できること。

2
評価様式はFIM,BI、日常生活機能評価を選択できること。

3
評価登録は、評価日、評価者、評価状況＇予定、評価中、完了、目標、中止（、
評価時期＇入院時、定期、その他、退院時（、評価値、評価項目毎にコメント入
力できること。

4
評価は、前回評価を複写して登録することができること。

5
登録した評価を、任意の評価日を複数選択することができ、グラフ表示＇レー
ダーチャート、折れ線グラフ、棒グラフ、積み上げ棒グラフ（、印刷ができること。

6
登録された評価は、一覧表示でき、CSV出力ができること。

7
評価様式はマスタメンテナンスツールで自由に作成できること。

8
評価様式はマスタメンテナンスツールには、評価様式マスタの入出力機能があ
り、他施設で作成された評価様式を取り込むことができること。

廃用症候群に係
わる評価表

1
Webブラウザを利用して登録できること。

2
厚労省指定別紙様式22の廃用症候群に係る評価表を登録、印刷できること。

3
登録済みの処方情報と移動情報から、主傷病、入外区分、入院日、リハビリ
テーション起算日、算定しているリハビリテーション料が自動で反映できること。

4
文書は前回文書を複写して登録することができること。

5
文書は過去文書を複写して登録することができること。

6
記入した文書を参照、変更、削除できること。

7
医師、リハ医毎の記入状態を管理できること。＇未記入、下書き、確定保存（

8
記入した文書が印刷できること。

9
登録された文書は一覧表示できること。

10
登録された文書をCSV出力できること。

11
指定した文書を一括で印刷できること。

12
未記入の文書を印刷できること＇白紙帳票（。

電子カルテ/オー
ダリング連携

1

医事システム及び、オーダリングシステム．電子カルテより患者基本情報を取
得できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

リハビリシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

2

オーダリングシステム．電子カルテシステムより入力した患者移動情報＇入院、
退院、転科、転棟、転室、外出、外泊、帰院（をリハビリ部門システムと連携し、
リハビリ部門システムの患者として登録されること。

3

オーダリングシステム．電子カルテシステムより入力した患者予定＇検査予約、
手術予約、診察予約（をリハビリ部門システムと連携し、リハビリ部門システム
の患者スケジュールに登録できること。

4

オーダリングシステム．電子カルテシステムより入力した、リハ処方オーダをリ
ハビリ部門システムと連携し、リハビリ部門システムのオーダリハ処方画面に表
示ができること。

5

リハビリ部門システムから登録したリハ予約が、オーダリングシステム．電子カ
ルテシステムと連携できること。

6

リハビリ部門システムから登録したリハ実施が、オーダリングシステム．電子カ
ルテシステムと連携できること。

タブレットPC対応

1
タブレットPCにて業務支援する機能を有すること。

2
＇予約・実施（

3
予約の状況を一覧にて表示、確認ができること。

4 予めデスクトップPCで設定した一覧表示項目の設定を自由に選択できること。

5
予約日、患者ID、入外区分、療法区分、療法士、実施場所等で絞込むことがで
きること。

6
予約一覧より予約の登録、修正、削除ができること。

7
予約登録画面は、デスクトップPCの予約登録画面と同等の機能を有すること。

8
予約一覧より実施登録ができること。

9
実施の状況を一覧にて表示、確認ができること。

10 予めデスクトップPCで設定した一覧表示項目の設定を自由に選択できること。

11
実施日、患者ID、入外区分、療法区分、療法士、実施場所、算定項目等で絞込
むことができること。

12
実施一覧より実施の登録、修正、削除ができること。

13
実施登録画面は、デスクトップPCの実施登録画面と同等の機能を有すること。

14
実施登録画面に入力した実施記録を参照できること。

15
実施計画書、総合実施計画書を登録、参照できること。

16
評価検査を登録、参照できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

病歴管理システム
回答 備考欄

０－病歴管理システム機能 ０－基本機能

＇０（
患者基本情報、入退院情報、病名情報、DPC情報、手術情報、処置・検査情
報、検査結果情報、感染症情報、退院時処方情報、産科情報、入院後経過、
図・画像が登録を行えること。

＇１（
退院日、診療科、主治医等から対象患者を簡単に検索を行えること。

＇２（
管理項目、選択リストは必要に応じて追加、変更を行えること。

＇３（
未記入、記入済み、確定済みのステータスで管理を行えること。

＇４（
確定済みのデータは権限者以外変更不可とすること。また確定後の変更時に
は履歴を残すこと。

＇５（
必須項目の設定を行えること。

＇６（
権限は、職種で設定できること。また、確定操作者を限定を行えること。

＇７（
職種によって使用機能の制限を行えること。

＇８（
病歴情報へのアクセス履歴＇保存、登録等（の管理を行えること。

＇０／（
患者の診療情報を患者基本情報＇０患者ひとつ（、入院情報＇入院単位（、各科
情報＇０患者院内の診療科単位（の２レベルでの管理を行えること。

＇００（
オーダリングシステムに接続し、必要情報の取得を行えること。

＇０１（
職員マスター等、オーダリングシステムと共通するマスターはオーダリングシス
テムと同期をとって自動的に更新すること。

＇０２（
項目の画面配置、色が変更可能なこと。

１－サマリ登録機能

＇０（
患者ID、患者氏名、性別、住所、生年月日、血液型は自動作成すること

＇１（
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。これら
は自動作成すること。

＇２（
入退院歴は入院当日に作成を行えること。

＇３（
入退院歴は転科単位に作成すること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

病歴管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（
入退院歴は０入院単位、転科単位での管理を行えること。

＇５（
紹介元、紹介先医療機関の登録を行えること。医療機関はマスターからの選
択を行えること。

＇６（
ICD-10により病名が管理を行えること。

＇７（
オーダリングシステムに登録されている病名から必要な病名を選択し、取り込
みを行えること。

＇８（
病名マスター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、頻用病名からの選択を行えること。

＇０／（
各診断名に主疾患、合併症等の区分の付与を行えること。

＇００（
各診断名に転帰の付与を行えること。

＇０１（
病名コードの修正を行えること。修正可能者は職種等での限定を行えること。

＇０２（
当該患者に過去付けられた病名から選択して登録を行えること。

＇０３（
二重分類用の病名コードの登録を行えること。

＇０４（
手術に関する情報＇実施日、術式、執刀医、手術時間、麻酔、麻酔時間等（は
手術オーダからの取得を行えること。

＇０５（
手術コードはICD８CM、医事コードで管理を行えること。

＇０６（
手術コードの修正を行えること。修正可能者は職種等で限定を行えること。

＇０７（
手術に関する情報＇実施日、術式、執刀医、手術時間、麻酔、麻酔時間等（は
手術オーダから取得を行えること。

＇０８（
手術に関する記事の登録を行えること。

＇１／（
各手術に主手術、従手術等の区分の付与を行えること。

＇１０（
手術マスター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、事前に登録された各科の頻用手術からの選択を行えること。

＇１１（
処置情報をオーダリングシステムから取得を行えること。

＇１２（
処置情報をICD８CM、医事コードでの管理を行えること。

＇１３（
処置情報のコードの修正を行えること。修正可能者は職種等で限定を行えるこ
と。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

病歴管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１４（
処置情報マスター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、事前に登録された各科の頻用処置・検査からの選択を行えること。

＇１５（
処置・検査に関する記事の登録を行えること。

＇１６（
オーダリングシステムから必要検査結果のみを選択して取得を行えること。

＇１７（
時系列による日付の選択及びスポットの検査結果をそれぞれ登録を行えるこ
と。

＇１８（
入院時及び退院時の感染症情報を自動取得すること。

＇２／（
処方オーダに登録された処方情報から必要な処方の取り込みを行えること。

＇２０（
注射オーダに登録された処方情報から必要な注射の取り込みを行えること。

＇２１（
母親の情報登録を行えること。

＇２２（
新生児の情報登録を行えること。

＇２３（
新生児と母親の関連付けを行えること。

＇２４（
病理診断名の管理を行えること。

＇２５（
マスターからの選択を行えること。

＇２６（
病理所見の入力を行えること。

＇２７（
主訴、入院後経過等のフリー入力を行えること。

＇２８（
現病歴、入院後経過、考察等に分けて入力を行えること。

＇３／（
入力にあたっては、雛型文書の流用を行えること。雛型文書は診療科、疾患等
での分類を行えること。

＇３０（
雛型文書は、登録画面から直接登録を行えること。

＇３１（
過去に入力した文書の流用を行えること。

＇３２（
退院サマリとして印刷を行えること。

２－検索および統計機能

＇０（
すべての管理項目＇入院経過等フリーコメントも含む（を検索条件に指定して検
索を行えること。

＇１（
検索条件はAND、ORを任意に組み合わせて指定を行えること。

＇２（
検索結果の出力項目を指定を行えること。

＇３（
検索結果は患者単位、入院単位、診療科単位への集約を可能とし、利用しや
すい形式で出力を行えること。

＇４（
検索結果は、市販のＯＡソフトで加工できる形式でファイル出力を行えること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

病歴管理システム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇５（
検索条件は雛型として保存を行えること。

＇６（
日本病院会指定帳票の出力を行えること。

＇７（
疾病、手術、死亡統計等の出力を行えること。

＇８（
帳票は、市販のＯＡソフトで加工できる形式でファイル出力を行えること。

３－データ移行

＇０（
退院サマリとして入力された情報をシェーマや画像含め全てデータ移行が可能
なこと。

＇１（
退院サマリ以外の診療情報管理室で管理するデータ全て移行可能なこと。

＇２（
カルテアリバイ情報のデータ移行が全て可能なこと。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

病歴システム　データ移行項目
回答 備考欄

０－データ移行項目 ０－データ

退院サマリ情報 ＇０（ 患者情報＇ID、氏名、生年月日、住所（

＇１（ 病名情報＇病名コード、病名、診断日、主病名区分（

＇２（ 手術情報＇術式・術式コード・実施日・執刀医・時間・麻酔時間・体位（

＇３（ 処方情報＇処方オーダ情報（

＇４（ 検査結果情報＇検査項目・検査日・検査値（

＇５（ 処置情報＇処置内容・処置コード・実施日（

＇６（ 画像・生理情報＇検査内容・検査コード・実施日（

＇７（ 入院経過情報＇主訴・入院経過・現症（

＇８（ 経過テンプレート情報＇診療科・分類・定型文（

＇０／（ 入院情報＇診療科・入院日・退院日・病棟歴・主治医・担当医（

＇００（ 汎用項目＇病院独自管理項目（

＇０１（ 感染症・禁忌情報＇障害情報・アレルギー情報・感染症情報（

＇０２（ 紹介情報＇紹介元医療機関・紹介先医療機関（

＇０３（ 病理情報＇標本ID・診断名・所見（

＇０４（ 分娩情報＇各種分娩項目（

＇０５（ 新生児情報＇母に対する新生児の情報（

＇０６（ シェーマ・画像情報＇描画されたシェーマ・画像のJPG（

カルテアリバイ情報 ＇０（ 患者情報＇ID、氏名、生年月日、住所（

＇１（ 入院情報＇診療科・入院日・退院日・病棟歴・主治医・担当医（

＇２（ アリバイ情報＇ステータス・保管場所・診療録No（

＇３（ 貸し出し履歴

＇４（ 点検履歴

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

０－ＲＩＳシステム機能 ０－基本要求事項

＇０（ 放射線情報管理システムは、365日、24時間連続稼動できること。

＇１（ ＨＩＳ及び本システムはシングルサインオンで利用できること。

＇２（ ログは個人情報の観点から暗号化されていること。

＇３（ 放射線データベースのバックアップは、自動で行える仕組みであること。

＇４（
データベースが破壊された場合、バックアップしたデータから短時間で復旧でき
る仕組みであること。

＇５（
現行システムの撮影歴データは、オーダリングシステム等に撮影歴データとし
て提供すること。

＇６（
オーダリングシステムなどのシステムトラブルに対して、最低限の運用制限で業
務が行える仕組みであること。

＇７（
放射線情報管理システムのシステムトラブルに際しては、連携している他シス
テムに対して最低限の影響になるよう配慮されていること。

＇８（
ソフトウェアの欠陥に対する診断または故障原因の追及、およびソウフトウェア
の修正箇所の識別が行えるシステム製品であること。

＇０／（
ソフトウェアの欠陥などで修正したソフトウェアの妥当性確認が容易にできるシ
ステム製品であること。

＇００（
放射線データなどは、次期システムへの移植性を十分に考慮されたシステム製
品であること。

＇０１（
行政などの標準化活動に配慮し、標準マスタ・標準プロトコルなどを採用し、シ
ステムの置換性を高めたシステム製品であること。

＇０２（
依頼元変更、コメント追加などが容易に行えるマスタメンテナンス機能できるこ
と。

＇０３（ 調達するシステムは、DICOM規格などが標準装備されていること。

＇０４（
システム移行時には、オーダリングシステム等との整合性を確保して未来オー
ダは自動的に移行できる仕組みを提供すること。

＇０５（ ＲＩＳ端末にて入力された画像検査データのデータベース管理を行うこと。

＇０６（
ＨＩＳからオーダー番号･患者属性情報＇患者ＩＤ･患者氏名･生年月日･入外区分
等（･予約日時･依頼科･依頼医師･検査種名･部位･方向･方法等のオーダー情
報を取得できること。

＇０７（ 撮影条件･撮影回数･使用薬剤等の実施情報をＨＩＳへ送信できること。

＇０８（
同意書が必要な検査＇造影ＣＴ･ＭＲＩ･その他造影検査等)のオーダー時、同意
書が印刷されること。同意書のチェックが無いとオーダーできないなら直良し。

１－予約受付処理

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０（ 受付処理は、本システムの全ての端末で可能であること。

＇１（
磁気カードの読み取り、またはカルテ等に印字されているバーコードからの患
者IDの読み取り、または患者IDのキーボード直接入力により、状態を未受付か
ら受付済に変更させることが可能であること。

＇２（ 患者IDが分からなくてもカナ氏名、病棟などで患者検索ができること。

＇３（ 一度、受付済にしたものをまた未受付状態に戻すことが可能であること。

＇４（

放射線科受付において、患者IDカード、予約票に印刷されたバーコード、IDの
キーボード入力、いずれかの方法で患者を特定しその患者の放射線科におけ
る予約日時、検査名、予約撮影室が一覧表示でき、受付処理および実施処理
が可能であること。

＇５（
受付処理時に表示される対象検査としては当日予約のみ表示でき＋以前の予
約＋未来の予約＋日未定予約の履歴は選択して表示が可能であること。

＇６（
受付処理により、受付票、ラベル印刷を自動印刷でき、画面上の操作によって
も随時印刷が可能であること。

＇７（
放射線科受付において、検査の予約一覧の表示および印刷が可能であるこ
と。

＇８（
受付済み患者リストは、各撮影室の端末から参照・一覧表示が可能であるこ
と。

＇０／（ 撮影室別の予約一覧の表示および印刷が可能であること。

＇００（

検査一覧の検索条件を複数作成し、任意の名称をつけ登録できること。登録は
複数可能とし、いつでも呼び出して検索できること。また、一覧に表示される項
目をカストマイズできること。また一覧上の項目名をクリックすることで、その項
目でソートできること。

＇０１（

一覧では感染症患者、病棟連絡済み、他室で表示中、保留(依頼内容を変更し
て保存した状態)など色をつけて表示できること。表示色はフルカラーの中から
自由に選択可能とし、またどの状態を優先して色をつけて表示するかのカスト
マイズできること。

＇０２（
受付の時点で該当の患者の検査オーダ、および撮影部位、検査名が表示さ
れ、過去の検査歴の確認が可能であること。

＇０３（
受付状態は任意に時間設定のできる自動更新、又は画面上の更新ボタンによ
り、リアルタイムに各撮影端末に反映が可能であること。

＇０４（
オーダリングシステム等からの依頼医・技師・看護士のコメントが画面表示可能
であること。

＇０５（ 患者の受付されてからの待ち時間を管理することが可能であること。

＇０６（
入院患者の場合、現在の病棟を表示できること。また移動履歴も表示できるこ
と。

＇０７（
ポータブルなど特定の検査種別を受付したタイミングで依頼箋を出力すること
が可能であること。

＇０８（ 入院患者などの呼出時間を管理できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇１／（
最新の患者プロファイルやアレルギー有無、感染症等がＨＩＳから取得できるこ
と。また、受付画面にてそれらを表示すること。

２－予約一覧処理

＇０（
一覧表には、HISオーダー番号、受付番号、患者ＩＤ、患者氏名、患者ふりがな、
年齢、部位、検査室、検査名、依頼科、病棟、依頼医、受付状態が表示が可能
であること。

＇１（ 予約一覧表を、印刷が可能であること。

＇２（
各撮影室端末においては、撮影室毎の撮影検査予定患者の表示が可能。ま
た、他撮影室の撮影予定リストも参照かつ、撮影室の変更も可能であること。

＇３（ 入院・外来の別で、検査予約の一覧の表示が可能であること。

＇４（
患者の当日検査の進歩状況、未来の検査予約状況、過去の検査履歴を表示
が可能であること。

＇５（
各撮影室の端末では撮影室毎の撮影予定者名、ふりがな、検査部位、造影検
査においては造影の有無、依頼科、予約検査においては予約時間が表示さ
れ、一覧表で把握が可能であること。

＇６（ 検査の予約一覧は、端末毎に表示/非表示/表示位置が変更可能であること。

＇７（ 検査の予約一覧は、表示項目ごとにソート機能を有すること。

＇８（
検査の予約一覧は、日付/患者ID/患者名/モダリティ/依頼分類などで検索可
能で、端末毎に検索条件を保持できること。

＇０／（
一覧表に同姓同名の患者が存在する場合、印を付けて注意を促すことが可能
であること。

＇００（
緊急検査オーダは、一覧画面上で色表示しすぐに緊急と判断することが可能で
あること。

＇０１（ 患者の検査進捗状況を確認できること。

３－実践入力処理

＇０（ 実施入力画面において入力内容の修正・追加･削除･確定が可能であること。

＇１（
オーダリングシステム等と連携する場合、実施入力の確定と同時にそのデータ
は、オーダリングシステム等に送信が可能であること。

＇２（
実施入力確定後であっても入力内容の修正ができ、修正された内容はオーダリ
ングシステム等に送信が可能であること。

＇３（
照射録に記録される担当技師は、実施入力画面を展開したのち、実施入力画
面を閉じずに技師名を選択することができ、瞬時に技師名を変更する機能を有
すること。

＇４（
一般撮影、乳房X線検査及びX線透視検査においては、撮影技師の氏名は、撮
影毎にリセットする機能を有すること。

＇５（
放射線科内の他検査が同一日に存在する場合は、その存在が画面上で表示さ
れることにより確認が可能であること。

＇６（
同一患者で当日に複数個のオーダーがある場合、選択したオーダーは一括し
て受付登録、実施可能。その際オーダー番号は適切に付随することが可能で
あること。

＇７（
実施入力画面よりオーダリングシステム等から受信した撮影目的、疾患、感染
症、患者搬送形態＇アイコン等（の参照可能であること。

＇８（ 実施入力画面にて、その患者の本日の検査予定が確認が可能であること。

＇０／（ 撮影室の変更が実施入力画面にて容易に変更することが可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇００（
一般撮影など複数の撮影室で空いている部屋から撮影を行う場合、同じ条件
の検査一覧を複数の撮影室で共有できること。また他の撮影室で表示中の検
査は一覧上で視覚的に確認できること。

＇０１（ 撮影時に撮影部位・撮影方向の変更・追加が可能であること。

＇０２（ 各撮影ごとに、撮影条件を管理することが可能であること。

＇０３（
撮影室でも検査の受付が行えること。また複数の患者やオーダの一括受付も
可能なこと。

＇０４（
一般撮影時の実施入力画面において、撮影条件のラベル印刷が可能であるこ
と。

＇０５（ 実施入力された時点での診療点数を表示することが可能であること。

＇０６（
コメントは、HISコメント/依頼コメント/RISコメント/読影医コメント/患者コメントを
管理することが可能であり、過去のコメントが参照できること。

＇０７（
HISからの定型コメントに対し、重要性の高いものだけを自動で一覧に表示でき
ること。また対象とするコメントを検査種別毎にカストマイズできること。

＇０８（
実施画面を開くことなく、一覧でオーダに対するコメントを入力できること。(技師
間での連絡事項等（

＇１／（ 実施コメントの選択入力・フリー入力が可能なこと。

＇１０（ 患者に対するコメントが入力可能なこと。

＇１１（
患者情報＇患者プロファイルを含む（、依頼情報＇検査目的、臨床情報、シェーマ
などを含む（の確認ができること。

＇１２（ 部門内での情報共有として、造影剤副作用履歴の登録ができること。

＇１３（
患者の写真(JPEG)を取り込んでいる場合、目視による患者確認用に写真を表
示できること。取り込んでいない場合には、受付画面に性別のシンボルマーク
が表示されること。

＇１４（ 過去の撮影歴の有無や、撮影条件、画像、レポートの参照が可能であること。

＇１５（
実施画面から実施中患者のHISの画面を開くことができ、カルテ内容や検体検
査の結果などの確認ができること。その際、ID,パスワードや患者IDの再入力が
不要なこと。

＇１６（
撮影条件、薬品器材を検査内容毎にデフォルト設定できること。またデフォルト
値は同一検査内容でも年齢や撮影室ごとに複数パターン設定可能なこと。

＇１７（ 実施時に入力した撮影条件値からNDD法に基づき線量集計ができること。

＇１８（
照射録情報の一部として、技師名の入力・保存ができ、かつ、技師名の変更は
実施入力中でも変更できること。

＇２／（
HISからの依頼シェーマを部位毎に受信できること。また全てのシェーマを簡単
に参照できること。

＇２０（ 入室時間/退室時間を管理することが可能であること。

＇２１（ 時間外加算は、実施登録した時間で自動で登録することが可能であること。

４－RI実施入力

＇０（ 核種について放射性医薬品使用記録簿台帳を作成できること。

＇１（ 放射性医薬品の発注状況が確認でき、注文書を作成できること。

＇２（ 放射性医薬品の入庫、在庫の管理を可能とすること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（ 検査中止後の放射線医薬品のキャンセルについて確認・管理できること。

＇４（
注射日と検査日が異なり、さらに検査日が複数ある場合、HISからの注射日お
よび複数の検査日のオーダをRISで受け取り、受け付け、実施等すべてのRIS
業務が可能であること。

５－患者情報の表示

＇０（ 放射線科内の検査予約患者のスケジュールを一覧表示が可能であること。

＇１（
検査対象患者の妊娠状態など患者の状態を、全端末上で確認が可能であるこ
と。

＇２（ 患者情報として、患者の搬送方法が全端末上で確認が可能であること。

＇３（ 緊急検査オーダは、一覧画面上で表示が可能であること。

＇４（ 患者の禁忌事項が全端末上で確認が可能であること。

６－各検査機器との連携

＇０（
各モダリティーとの接続･運用にあたり、モダリティーのバージョンアップ･ハード
及びソフトウエアーの変更･追加、ＯＳの変更等に掛る費用は請負者の負担と

＇１（ DICOM-MWM対応機器に対しては患者情報等の送信が可能であること。

＇２（ DICOM-MPPS対応機器に対しては撮影情報等の受信が可能であること。

＇３（
DICOM-MWMに対応できない機器に対してもDICOM画像が送られる場合、患
者情報等をDICOM画像に付加してサーバへ送信できること。

＇４（
将来のシステム拡張時に各モダリティーとＤＩＣＯＭ　ＭＷＭ．ＭＰＰＳで接続が
可能なこと。

＇５（ 既存のＰＡＣＳ･レポートシステムと連携すること。

＇６（
レポートシステムと連携し、オーダー時＇撮影前（より読影依頼をすることが出来
ること。また、撮影後、画像とレポートが速やかにリンクすること。

＇７（
オーダリング画面から放射線画像システム「ＳＹＮAPSE」「ＳＹＮＡＰＳＥ　ＳＣＯＰ
Ｅ」及びレポートシステム「Ｒｅｓｕｌｔ　Ｍａｎａｇｅｒ」がボタン一つで呼び出し、閲覧
が出来ること。

７－印刷・統計業務

＇０（
各検査別フィルム使用枚数、薬剤使用数量および機材使用量の台帳が任意の
期間で作成が可能であること。

＇１（
放射線科業務における台帳、照射録の出力が任意の期間で出力が可能である
こと。

＇２（ 放射線科業務における各種定型書類を出力が可能であること。

＇３（ 複数の帳票を一度の操作で出力することが可能であること。

＇４（ ユーザごとに、定期的に帳票出力する条件を保持することが可能であること。

＇５（
以下の各種統計処理および各種帳票の作成が可能。また、病院様独自の帳票
を作成することが可能であること。
・検査、入院外来別人数・件数集計＇日報、月報、年報および期間指定による集
計（

・検査部位別人数・件数集計＇日報、月報、年報および期間指定による集計（

・検査種別人数・件数集計＇日報、月報、年報および期間指定による集計（

・診療科別人数・件数集計＇日報、月報、年報および期間指定による集計（

・時間外の件数・人数

・検査用医薬品在庫管理表

・検査用医用器材在庫管理表



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

・検査毎の検査台帳

・検査毎の照射録

・装置別稼動状況

＇６（ ＲＩ検査人数・件数について集計できること＇入院・外来・全体・時間内外（。

＇７（ 放射性医薬品使用量について作成できること。

＇８（ 核種別に作成できること。

＇０／（ 放射性医薬品の種類別に作成できること＇例９MDP、クリアボーン注（。

＇００（ 検査項目別＇検査種類別（に作成できること＇例９骨シンチ、肺血流シンチ（。

＇０１（
年間予定使用量、3ヶ月予定数量、1日予定数量について作成できること。＇現
在の使用量を表示すること。最大使用量の％表示も可能なこと（

＇０２（
上記統計処理は集計期間を任意に設定でき、Excel形式やCSV形式ファイルと
して出力が可能であること。

＇０３（
各撮影室で実施入力された内容を照射録として印刷でき、ExcelやCSV形式とし
ても出力が可能であること。

＇０４（ 照射録には撮影条件、撮影者等の必要な内容が記録が可能であること。

＇０５（
帳票、集計は放射線科内において統計処理が行え、処理後のデータをCSV形
式およびテキスト形式の汎用フォーマットファイルとして出力でき、Excel等で利
用が可能であること。

＇０６（ 各検査別、装置別の診療点数表の出力が可能であること。

＇０７（
新検査項目等の追加や診療点数の改訂が行なわれた場合、医事システムと同
様の対応をすること。

００－検索機能

＇０（ 実施入力した項目で検索が可能であること。

＇１（
検索条件は、複数保持することができ、必要に応じて瞬時に呼び出すことが可
能であること。

＇２（ 検索結果は、エクセルに出力可能であること。

＇３（ ユーザごとに、定期的に検索する条件を保持することが可能であること。

０１－在庫管理機能

＇０（ CD・DVDなどの在庫管理が可能であること。

＇１（
実施入力で入力したCD・DVDなどの枚数は自動的に在庫に反映することが可
能であること。

＇２（ 日、依頼分類単位でのCD・DVDなどの入庫操作が可能であること。

＇３（ 過去のCD・DVDなどの入庫情報の閲覧が可能であること。

＇４（ 薬剤・器材の在庫管理が可能であること。

＇５（
実施入力で入力した薬剤・器材の数量は自動的に在庫に反映することが可能
であること。

＇６（
日、依頼分類単位での薬剤・器材入庫操作が可能であること。

＇７（ 過去の薬剤・器材入庫情報の閲覧が可能であること。

０２－その他
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ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０（ ユーザのニーズに合わせたカスタマイズが可能であること。

＇１（ 各種検査装置の日常点検記録が入力でき、プリントアウトが可能であること

＇２（ 各種検査装置の修理記録が入力でき、プリントアウトが可能であること

＇３（ 各種検査装置の保守点検計画が作成でき、プリントアウトが可能であること

＇４（
各種検査装置の保守点検実施記録が入力でき、プリントアウトが可能であるこ
と

＇５（ 各種検査装置の研修記録が入力でき、プリントアウトが可能であること

＇６（
各種検査装置の添付ファイル＇装置の外観など（を入力でき、プリントアウトが
可能であること

＇７（ 各種検査装置の購入費・修理費・保守料など、支出を管理できること。

＇８（
オーダーリング端末･ＲＩＳ端末設置時、必要があれば台･棚などを設置するこ
と。

０２－サーバ要件

＇０（ 主記憶容量は8GB以上であること。

＇１（ CPUはIntel Xeon 3.0GHz以上の性能を有すること。

＇２（
内蔵ディスク装置は物理容量500GB以上のRAID5構成以上の信頼性を持つこ
と。

＇３（
データベースと画像データのバックアップは、運用を停止することなく実行が可
能なシステムであり、オリジナル画像対応であること。バックアップ装置として、
ネットワークストレージによる多重バックアップ装置　＇NAS（を有すること。

＇４（ OSは、Windows2008 Server日本語版相当以上を使用すること。

＇５（
1000BASE-T＇Gigabit Ethernet)インタフェースを有し、通信プロトコルはTCP/IP
とすること。

＇６（
停電時に5分間以上のサーバへの電源供給が可能である無停電電源装置を有
すること。

＇７（ 停電時等、無停電装置電源供給状態からの自動的なシステム停止を行うこと。

０２－クライアント要件

＇０（ CPUは、 Intel Core2 Duo 3.0GHzと同等以上の機能を有すること。

＇１（ 主記憶容量は4GB以上であること。

＇２（ 物理容量80GB以上の内蔵ディスクを有すること。

＇３（ 19インチSXGA液晶カラーモニターを有すること。

＇４（
1000Base-Tに対応したネットワークインタフェースを有し、通信プロトコルは
TCP/IPとすること。

＇５（ 
内蔵DVDドライブを有すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ＲＩＳシステム
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（ 0SはMicrosoft社Windovrs7 Professional 32bit相当以上の機能を有すること。

＇７（ 指定する端末には、電子カルテと相乗り運用が可能であること



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

回答 備考欄

＇０（
文書作成にて作成した文書＇Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ（をＰＤＦファイルにて管
理できること。

＇１（
ＰＤＦ化する際にキーワードを付与し、自動的に患者別・カテゴリ
別に自動仕分けされ管理ができること。

＇２（
スキャナなどで取り込んだイメージファイルをＰＤＦ化し管理できる
こと。

＇３（
スキャナなどで取り込む際にバーコードを同時に読み込み、患者
別・カテゴリ別に自動仕分けされ管理ができること。

＇４（
部門ｼｽﾃﾑからの文書データやイメージデータをＰＤＦ変換し、患
者別・カテゴリ別に管理できること。

＇５（ ＰＤＦ化したデータに検索用キーワードを付与できること。

＇６（
検索用キーワードから該当文書を検索できること。
また、検索結果をＣＳＶファイルへ出力できること。

大分類
「分類」又は、その
「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

０－ハードウェア

サーバ機器
サーバラック等 ＇０（

19インチラックを準備し、今回整備するサーバ機、無停電電源装置、その他付
随機器が全て搭載できる容量を持たせること。

＇１（ ラックは今後の拡張性を考慮し、収納ユニットを装備していること。

＇２（ ラックは耐震性を考慮し、必要台数分を連結して配置できること。

＇３（
ラックの規格は米国電子工業会＇EIA（標準に準拠した19インチラックであるこ
と。

＇４（
各ラックにはキーボード、画面、マウスを1式準備し、1画面で該当ラック内の
サーバの操作ができること。

＇５（
上記画面にて各サーバの切り替えはスイッチユニットを使用して切り替えられる
こと。

＇６（
冷却効率向上と美観の両面よりラックのブランクスペースを埋めるパネルを装
備すること。

＇７（
通信機器やHUB等を集約し設置する為に汎用的に使用できるトレイを装備する
こと。

オーダリングシステムサーバ ＇０（
フォールトトレラント方式若しくはクラスタリング方式による冗長化を考慮した機
器を1式準備するものとする。＇フォールトトレラントは1台＇2台内蔵（、クラスタリ
ングは2台以上での構成とする。（

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

１３時間連続運用可能な耐障害性を備えていること。
UPS機能を装備していること＇非常用電源作動までに十分なマージンを持ってい
ること（。

同一構成サーバ2台によるクラスタリング構成とすること＇障害時に自動切り換
え運転（。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはディスクアレイ構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。

＇６（
搭載CPUは1サーバあたりインテルXEONプロセッサE5504＇動作周波数2GHz（
以上のチップを1個以上搭載していること。

＇７（ CPUは1サーバあたり最大2個までの拡張ができること。

＇８（ メインメモリは1サーバあたり０５GB以上搭載していること。

＇０／（
ＯＳ領域として３／ＧＢ以上。ハードディスクはSAS規格に準拠し、6年以上想定
すること。

＇００（
無停電電源装置＇3000VA（をオーダリングシステムサーバ専用として準備する
こと。

＇０１（
Ｒｅｄ　Hat　Enterprise Linux 5 64bit もしくは　WindowsServer2008R2　相当以
上を搭載していること。

＇０２（ データベースは業界標準ソフトウェアを搭載すること。

医事会計システムサーバ ＇０（ 医事会計システムサーバを1式準備するものとする。

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはディスクアレイ構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。

＇６（
搭載CPUはインテルXEONプロセッサE5503＇動作周波数2GHz（以上のチップを
1個以上搭載していること。

＇７（ CPUは最大2個までの拡張ができること。

＇８（ メインメモリは8GB以上搭載していること。

＇０／（ ハードディスクはSAS規格に準拠し、6年以上想定すること。

＇００（ 無停電電源装置＇3000VA（を準備すること。＇他のサーバと兼用でも可（

＇０１（ USBポートを8つ以上装備していること。

＇０２（ PCIExpress拡張スロットを2つ以上装備していること。

＇０３（ WindowsServer2008R2を搭載していること。

＇０４（ データベースはOracle等業界標準ソフトウェアを搭載すること。

バックアップサーバ ＇０（ バックアップサーバを1式準備するものとする。

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはディスクアレイ構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。

＇６（
搭載CPUはインテルXEONプロセッサE5503＇動作周波数2GHz（以上のチップを
1個以上搭載していること。

＇７（ ハードディスクはSAS規格に準拠し、6年以上想定すること。

＇８（ バックアップデバイスを装備していること。

ドメイン管理サーバ ＇０（ ドメイン管理サーバを2式準備するものとする。

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはミラーリング構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（
搭載CPUはインテルXEONプロセッサX3430＇動作周波数2.4GHz（以上のチップ
を1個以上搭載していること。

＇７（ メインメモリは4GB以上搭載していること。

＇８（ WindowsServer2008SP2を搭載していること。

インターフェイスサーバ ＇０（ インターフェイスサーバを必要台数分準備するものとする。

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはミラーリング構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。

＇６（
搭載CPUはインテルXEONプロセッサX3430＇動作周波数2.4GHz（以上のチップ
を1個以上搭載していること。

＇７（ WindowsServer2008SP2を搭載していること。

部門システムサーバ ＇０（ 部門システムサーバを必要台数分準備するものとする。

＇１（ 今回導入するシステムが先5年間の間、支障なく使用できる性能を有すること。

１３時間連続運用可能な耐障害性を備えていること。 ＇２（ 24時間365日の運用が可能である機器とすること。

＇３（
障害発生時にサーバ機を止めることなくパーツの交換ができる機構を有するこ
と。＇例９ハードディスクのホットプラグ等（

＇４（ ラックマウントタイプであること。

＇５（ ハードディスクはディスクアレイ構成とし、冗長性を考慮した構成とすること。

＇６（
搭載CPUはインテルXEONプロセッサX3430＇動作周波数2.4GHz（以上のチップ
を1個以上搭載していること。

＇７（ WindowsServer2008SP2を搭載していること。

クライアント
デスクトップクライアント＇各診療科医師用・手術室・各病棟用（ ＇０（ デスクトップタイプのクライアントを準備するものとする。

アプリケーション実行のための十分な性能を備えていること。

＇１（

マルチ・ユーザ、マルチ・タスク、TCP．IPベースのネットワーク機能、及びグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースを持っているクライアント用のオペレーティン
グシステム＇Linux、UNIX、Windows等（が動作するOADGテクニカル・リファレン
ス・ハードウェア編に準拠したインターフェースを持つパーソナルコンピュータで
あること。搭載CPUはインテルCore i7-3770プロセッサ＇動作周波数3.40GHz（以
上のチップを搭載していること。

＇２（
エラー検出・訂正機能付きの０6GB以上の主記憶装置＇メインメモリ（を実装する
こと。

＇３（ ハードディスクは320ＧB以上搭載していること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（
ＳＳＤ＇ソリッド ステート ドライブ（をキャッシュとして使用した高速起動、高速レ
スポンスを図ること。

＇５（ 画面は19型ワイド以上の液晶ディスプレイとする。

＇６（ 画面解像度はSXGAに対応できるものとする。

＇７（ Windows7Professionalを搭載していること。

＇８（ Office2010Standard以上を搭載していること。

＇０／（ USBポートを6つ以上装備していること。

＇００（ メーカー純正の光学式またはレーザーマウス、キーボードを添付すること。

停電等の電源障害に対する耐障害性を備えていること。 ＇０１（
UPS機能を装備していること＇非常用電源作動までに十分なマージンを持ってい
ること（。

デスクトップクライアント デスクトップタイプのクライアントを準備するものとする。

アプリケーション実行のための十分な性能を備えていること。

＇０（

マルチ・ユーザ、マルチ・タスク、TCP．IPベースのネットワーク機能、及びグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースを持っているクライアント用のオペレーティン
グシステム＇Linux、UNIX、Windows等（が動作するOADGテクニカル・リファレン
ス・ハードウェア編に準拠したインターフェースを持つパーソナルコンピュータで
あること。搭載CPUは動作周波数3.40GHzのチップを搭載していること。

＇１（
エラー検出・訂正機能付きの8GB以上の主記憶装置＇メインメモリ（を実装するこ
と。

＇２（ ハードディスクはシステム稼働に十分な容量以上搭載していること。

＇３（ 画面は19型ワイド以上の液晶ディスプレイとする。

＇４（ 画面解像度はSXGAに対応できるものとする。

＇５（ Windows7Professionalを搭載していること。

＇６（ Office2010Standard以上を搭載していること。

＇７（ USBポートを6つ以上装備していること。

＇８（ メーカー純正の光学式またはレーザーマウス、キーボードを添付すること。

停電等の電源障害に対する耐障害性を備えていること。 ＇０／（
UPS機能を装備していること＇非常用電源作動までに十分なマージンを持ってい
ること（。

ノートクライアント ＇０（ ノートタイプのクライアントを準備するものとする。

アプリケーション実行のための十分な性能を備えていること。

＇１（

マルチ・ユーザ、マルチ・タスク、TCP．IPベースのネットワーク機能、及びグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースを持っているクライアント用のオペレーティン
グシステム＇Linux、UNIX、Windows等（が動作するOADGテクニカル・リファレン
ス・ハードウェア編に準拠したインターフェースを持つパーソナルコンピュータで
あること。搭載CPUは動作周波数2.60GHzのチップを搭載していること。

＇２（
エラー検出・訂正機能付きの７GB以上の主記憶装置＇メインメモリ（を実装する
こと。

＇３（
内蔵ＳＳＤ＇ソリッド ステート ドライブ（は、システム稼働に十分な容量を実装す
ること。またはそれと同等の性能を有するＨＤＤドライブであること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇４（
ネットワークインターフェースは、有線ＬAＮ1000Base-T、100Base，TX、
10Base-T及び無線LANIEEE802.11g/B＇54MBps．11MBｐｓ（、通信プロトコルは
TCP/IPとする。

＇６（ 画面は15.6型以上の液晶ディスプレイとする。

＇７（ 画面解像度はHD+に対応できるものとする。

＇８（ Windows7Professionalを搭載していること。

＇０／（ Office2010Standard以上を搭載していること。

標準的かつ効率的なデータ入力機能を備えていること。 ＇００（ USBポートを5つ以上装備していること。

＇０１（ メーカー純正の光学式またはレーザーマウスを添付すること。

＇０２（
タブレット入力、ペン入力機器を接続するためのインターフェースを実装してい
ること。

＇０３（ USB接続のバーコードリーダを添付すること。

停電等の電源障害に対する耐障害性を備えていること。 ＇０４（ 内蔵バッテリーにて、2時間以上の稼働ができること。

A３モノクロレーザープリンタ ＇０（ オーダリングシステムにて使用するA4モノクロレーザープリンタを準備すること。

＇１（ 対応用紙サイズは最大A4とする。

＇２（ 印字スピードは24枚以上．分＇A4（とする。

＇３（ 印字解像度は2,400dpi相当以上とする。

＇４（ 給紙ホッパは2段以上とする。

＇５（ LANポートを装備していること。

その他機器
ラベルプリンタ ＇０（

オーダリングシステムにて検査・注射ラベル発行用等に使用するラベルプリンタ
を準備すること。

＇１（ USB等の環境に接続するインターフェイスを装備していること。

＇２（
自動カッター付きであること。

＇３（
リストバンド印刷に対応していること。

その他機器
ＰＤＡ ＇０（ 病棟で使用するＰＤＡを準備すること。

＇１（ 無線ＬＡＮの環境を用いていること。

その他機器
漢字インプリンター ＇０（ 印字可能文字　９　カタカナ、数字、アルファベット、JIS第1・水準漢字

＇１（ 印字領域　９　96mm x 100mm　(印刷不可域９用紙上端より1mm)

＇２（ 電気仕様　９　AC100V±10V、50/60Hz、50W



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ハードウェア
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇３（ 外形寸法＇幅×高さ×奥行き（　９　250mm×190mm×305mm



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

０－ネットワーク

基本事項

＇０（
今回のシステム更新に合わせて不足する部署に対するネットワーク工事を含む
ものとする。

＇１（ その他流用可能な現状ネットワーク配線は利用するものとする。

＇２（
IPアドレス管理等は現状を継承するものとし、現状設定を継承する為に必要な
現状設定業者側の作業費用も含めるものとする。

＇３（ 病棟は無線ＬＡＮを構築するものとする。

＇４（
診療系ネットワーク、職員用インターネット＇外部接続（ネットワークは完全に別
系統とすること。また地域連携システムは診療系ネットワークとの接続を想定す
ること。

＇５（
診療系ネットワークは、ネットワーク監視システムを導入すること。＇４－ネット
ワーク監視システム参照のこと（

＇６（ 院内LANは、TCP．IPを基本とした通信プロトコルとすること。

＇７（
各接続装置のポートは、将来の端末増設に十分に対応可能であることを前提
に、10％以上の余裕を確保すること。

＇８（
各種サーバ系の接続は、接続装置を含め、十分な性能と障害対策が取られて
いること。

＇０／（
画像データ等大容量データについては、必要な箇所のみ流れ、診療に影響を
及ぼさないようにする設計とすること。

＇００（
部門システムとのＬＡＮ間接続について責任分界点が明確になるようネットワー
ク構成、接続基本ポリシーを提案すること。

＇０１（
各ネットワークに関して、ネットワーク監視システムを導入し、ネットワーク状態
を監視し、障害・異常個所を確認できること。

＇０２（
今回提示した端末配置＇案（は、現在調整中のため変更が生じる可能性がある
が、その変更に対応すること。

設置条件
温度 0～40℃  湿度 20～80%＇ただし結露しないこと（で動作すること。

見積基本要件

＇０（
見積項目は、「診療系ネットワーク」「職員用インターネット＇外部接続（ネット
ワーク」の2つから構成され、それぞれに対して見積を個別に作成・提出するこ
と。

＇１（
部門システムネットワークとの調整＇ＩＰアドレスの付番、分界点等（は、リーダー
シップをとって行い、病院全体のネットワーク構築に責任を持つこと。

ネットワーク配線・設備関連

＇０（
センターレイヤ２スイッチ，ミドルスイッチ間の接続は、耐障害性を高める構成
＇経路の二重化など（を考慮し、配線すること。

＇１（
LANケーブルを敷設する際には、障害対策及び将来の拡張性を考慮すること。

＇３（
ミドルスイッチ～フロアスイッチ間はギガビット規格のケーブルで配線を行うこ
と。

＇４（
フロアスイッチ～情報コンセント間は、ＵＴＰケーブルで配線を行うこと。

＇５（
情報コンセントのモジュラジャックの処理を行うこと。

＇６（
情報コンセント～端末へのＵＴＰケーブルを提供すること。

＇７（
外来診察室は、ネットワーク機器障害時に機器の障害復旧を待たず即座に通
信を再開させる対策を考慮すること。

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇８（
ネットワーク機器は全て０８インチラックへ収容すること。だだし、設置が不可能
な場合は当院と協議の上、収容ボックスを設けて収容すること。

＇０／（
０８インチラックは床面との絶縁処理を施すこと。

＇００（
０８インチラックへはネットワーク機器用ＵＰＳを設置すること。

＇０１（
各ネットワーク機器への電源系統については停電時対応、法規点検時対応な
どを考慮し病院と協議の上、決定すること。

外部との接続

＇０（
地域連携用として外部接続を行うために、セキュリティを考慮したファイアウ
オール等の構築を行うこと。＇将来対応９今回は見積範囲外（

2.職員用インターネット＇外部接続（ネットワーク

基本構成
＇０（

病院のホームページ、及び院外とのメール機能を構築すること。

＇１（
ＤＮＳ、WWW、メール、ウイルス管理等の必要と思われる各種サーバを用意す
ること。

＇２（
端末はユーザ持込みのため、ＯＳを問わずネットワーク管理を行うこと。

＇３（
職員用インターネット＇外部接続（ネットワークはセンターＬ２スイッチを中心とし
た構成であること。

＇４（
センターレイヤ２スイッチ～ミドルスイッチ～フロアスイッチ間は全てGigabit
Ethernetで接続を行うこと。

＇５（
ファイアウォールを導入すること。また、当該ファイアウォールはバージョンアッ
プなどの作業を含む、リモート保守契約が可能であること。

＇６（
ＤMＺを設置すること。

セキュリティ対策

＇０（
職員用インターネット＇外部接続（ネットワークは許可された端末のみが利用可
能であること。

＇１（
ユーザ認証が可能なこと。

＇２（
ネットワークに接続されている機器の一覧を探索し、アドレス情報、OS情報、使
用されているアプリケーションなどの台帳情報を収集・表示する機能を有するこ
と。

＇３（
未登録の機器の接続を監視し、発見時に管理者への通知やアクションの実行
すること。

＇４（
管理サーバにて収集したデータと、PC管理ソフトで収集したデータを比較するこ
とにより、PC管理ソフトがインストールされていない、未管理状態マシンを洗い
出すことが可能なこと。

＇５（
ワーム感染ホストのネットワーク接続を防止することが可能なこと。

＇６（
各PCでウイルスチェックを行っているか、最新バージョンになっているかといっ
たウイルスチェック状況を的確に把握することでウイルスの感染を未然に防止
することが可能なこと。3.ネットワーク監視システム

ネットワーク物理構成管理機能
＇０（

ネットワークの物理的な構成をグラフィカルに表示できること。

＇１（
ネットワークをセクション毎に分割して管理できること。また、セクションはユーザ
が自由に定義できること。

ネットワーク障害管理機能
＇０（

ネットワークの障害発生時には、ネットワークの物理的な構成図上にグラフィカ
ルに表示できること。

＇１（
ネットワークの障害発生時には、障害の重要度毎に表示が変化すること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

ネットワーク性能管理機能
＇０（

ネットワーク機器から回線単位にトラフィック情報を収集できること。

＇１（
トラフィック情報をネットワークの物理的な構成図上にグラフィカルに表示できる
こと。

＇２（
トラフィック情報を時系列に表示できること。また、過去のトラフィック状態と現在
の状態を比較し、正常か異常かの判断ができること。

VLAN構成管理機能
＇０（

バーチャルネットワーク＇VLAN（の構成をネットワークの物理的な構成と同様に
グラフィカルな構成図で表示でき、管理及び監視ができること。

＇１（
VLAN構成の変更や設定作業を、グラフィカルな構成図上で行えること。

冗長構成管理機能
＇０（

ホットスタンバイ等の冗長構成を用いたネットワークにおいても、冗長部も回線
障害や閉塞状態をグラフィカルな構成図上に表示できること。

　ネットワーク稼働状況管理機能
＇０（

ネットワークの稼働状況をグラフィカルに表示できること。

＇１（
IP毎の稼働状況及びレスポンス状況を監視できること。

＇２（
監視対象や監視項目の変更が可能であること。

＇３（
ネットワークのシステム構成の変更時にも、停止せずに監視が行えること。

　ネットワーク機器管理．監視機能
＇０（

ネットワークを構成する機器を登録し、構成情報から稼働状況までを一元的に
管理できること。

＇１（
監視対象の登録や構成情報、稼働状況の参照は、専用の端末ソフトを必要と
せず、Ｗｅｂブラウザ等で作業が行えること。

＇２（
監視対象装置の異常やインターフェース．伝送路の異常を検出した場合、管理
画面に警告表示を行うとともに、メール通知やトラップ通知等で他のシステムや
ユーザに通知することができること。

＇３（
監視対象装置の役割や場所等に応じて、適切な監視レベルを設定できること。

＇４（
監視対象装置から性能．障害統計情報を収集．蓄積できること。

＇５（
蓄積した統計情報は、CSVファイル等で出力できること。

＇６（
ネットワーク及びネットワークに接続された機器を効率よく集中管理できること。

サーバースイッチ

＇０（
スタック構成とし、2台のスイッチを論理的に1台のスイッチとして動作させ、障害
発生時には片系稼動で運用の継続できること。

＇１（ レイヤ3スイッチ機能を有すること。

＇２（
センターレイヤ２スイッチ～ミドルスイッチ間は光ケーブルで配線を行うこと。

＇３（ 160Gbps以上のスイッチング容量を有すること。

＇４（ 10/100/1000BASE-Tに対応していること。

＇５（ Telnetにより、機器のリモートメンテナンスができること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇６（
MACアドレス、IPアドレス等でのアクセスコントロールリスト(ACL)によるフィルタ
リングが可能であること

＇７（
ルーティング機能としてスタティック、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2/v3、BGP4、
VRRPがサポートされていること

＇８（ ループ検出機能を有すること。

＇０／（ 片リンク断検知機能を有すること。

＇００（ IPv6が標準サポートされていること。

＇０１（ 死活監視が可能であること。

＇０２（ ０８インチラックに搭載可能であること。

フロアスイッチ

物理インターフェイス ＇０（
FastEthernert×24を標準装備すること。

＇１（
100BASE-FX及び1000BASE-T,SX,LXを搭載可能な拡張スロット×2を備えるこ
と。

＇２（
コンソールポートを搭載していること。

＇３（
AutoMDI/MDI-Xに対応していること

性能 ＇０（
ワイヤーレートで転送できること。

＇１（ レイヤ2スイッチ機能を有すること。

＇２（ 30Gbps以上のスイッチング容量を有すること。

＇３（ 10/100/1000BASE-Tに対応していること。

＇４（ Telnetにより、機器のリモートメンテナンスができること。

＇５（ スタティックルーティング機能を有すること。

＇６（ ループ検出機能を有すること。

＇７（ IPv6が標準サポートされていること。

＇８（ 死活監視が可能であること。

＇０／（ ０８インチラックに搭載可能であること。

L1機能 ＇０（
MSTP(IEEE802.1s standard)が利用可能なこと。

＇１（
ポートベースVLANが利用可能なこと。

＇２（
タグVLANが利用可能なこと。

＇３（
VLAN使用範囲に制限が無く、4094まで設定できること。

＇４（
Isolate機能が利用可能なこと。

＇５（
ブロードキャストの抑止率を設定できること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

QoS機能 ＇０（
CoSにマーキングできること。

＇１（
ポートをモニタリングできること。

アプリケーション連携 ＇０（
Radiusサーバと連携した認証機能を有すること。＇802.1x（

＇１（
他のアプリケーションと連携することによって、コンフィグ内容・履歴の管理が可
能であること。

＇２（
IEEE802.1x認証プロトコル＊SmartOnサプリカウントソフトウェアとの協調認証に
よる強固なIEEE802.1xドメインセキュリティ機能を有すること。

＇３（
Radiusと連携し、認証にパスしたユーザに対して、動的にVLANを割当てられる
こと。

＇４（
端末側に802.1xサプリカントを必要としないRadius認証機能を有すること。

管理機能 ＇０（
SNMPエージェント機能を有し、通信機器管理装置からMIB情報を採取可能であ
ること。

＇１（
TRAP送信先を複数設定可能なこと。

保守 ＇０（
Telnetにより管理が可能なこと。

＇１（
運用中に本装置の全体を停止することなく、基本設定情報の変更が可能である
こと。

＇２（
停電及び復電時に本装置の操作を必要としないこと。
また、復電からの運用状態に自動的に回復する機能を有すること。

＇３（
TFTPサーバ＇もしくはFTP（によりソフトウェアが更新可能であること。

＇４（
装置内部で複数バージョンのソフトウェアファイルを保有でき、ソフトウェアの切
り替え、切り戻しが可能なこと

＇５（
装置内部で予備コンフィグを保存し、主コンフィグ削除時は予備のコンフィグに
よる起動が可能であること。

＇６（
機器搭載架(19インチラック)に搭載可能であること。

＇７（
SSH ver2対応であること。

＇８（
静音設計であること。＇ファンレス（

無線ネットワーク ＇０（ IEEE802.11/a/b/g/nに準拠すること。

＇１（
IEEE 802.11aおよび802.11gデュアル無線を使用することが可能とする。

＇２（
Wi-Fi準拠の無線LAN機器と相互通信が可能なこと。

＇３（
無線アクセスポイントは、1つで１系統以上混線なく使用できること。

＇４（
自動検知式IEEE802.3 10/100BASE-Tイーサネットを有すること。

＇５（
コンソールポートを搭載していること。

＇６（ 自動チャンネル管理機能を有すること。

＇７（
ローミング機能をサポートすること。

＇８（ 複数台のアクセスポイントをグループ化し共通する設定を適用可能であること。



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

＇０／（ 無線コントローラと連携し、集中管理が可能であること。

＇００（ 無線コントローラはブラウザから設定変更、状態監視ができること。

＇０１（ アクセスポイントへの給電はPoEスイッチから行なうこと。

＇０２（ 給電ＨＵＢ・無線コントローラは０８インチラックに搭載可能であること。

無線LANのアクセスポイントは無線電波の傍受を防ぐため128bit WEP、ESSID、
ＷＰＡ、IEEE802－０Xに対応した装置とすること。

各フロアで無線LANによるアクセスを行なえるよう十分な無線アクセスポイントを
整備すること。また事前に調査を行い、無線アクセスポイントの設置が最適とな
るように設計を行うこと。

上位スイッチから無線LANアクセスポイントへの接続はＰｏＥ接続とし、上位ＰｏＥ
スイッチの配下には無線アクセスポイントのみ接続すること。

ＰｏＥスイッチは上位ミドルスイッチより接続し、フロアスイッチがダウンした場合
にも無線ＬＡＮの利用が継続できる構成とすること。

無線LANアクセスポイントは、壁又は天井に取り付け可能な構造であること。

無線LANアクセスポイントは、Radiusサーバと連携し、認証成功したユーザに対
して、動的にVLANを割り当てることが可能であること。

QoS機能 ＇０（
ダウンストリームQoSをサポートすること。

セキュリティ機能 ＇０（
SSID が 16 以上設定可能なこと。

＇１（
ESSIDの隠蔽及び、ANY IDを拒否する機能をサポートすること。

＇２（
SSID 毎に外部認証を設定可能なこと。

＇３（
VLAN＇仮想LAN（に対応可能なこと。

＇４（
Radiusサーバと連携した802.1x認証機能を有すること。

＇５（
WPAおよびWPA2暗号化をサポートしていること。

＇６（
Radiusと連携し、認証パスしたユーザに対して、動的にVLANを割り当てられる
こと。

＇７（
以下の EAP に対応した認証が可能なこと。LEAP, EAP-Flexible Authentication
via Secure Tunneling (EAP-FAST), Protected EAP- Generic Token Card
(PEAP-GTC), PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2



パッケージ実装済９○
代替機能で実現９△
不可９×

ネットワーク
回答 備考欄

大分類
「分類」又は、その「画面構成」等

中分類
「機能」及び「実現方法」

小分類
「機能の構成要素」及びその「実現方法」

管理機能 ＇０（
SNMPエージェント機能を有し、通信機器管理装置からMIB情報を採取可能であ
ること。

＇１（
SNMPはMIB IおよびMIB IIに対応のこと。

保守 ＇０（
WWWブラウザ、Telnetによる管理が可能なこと。

＇１（
Config情報を筐体内のメモリにバックアップすることが可能なこと。

＇２（
BootP、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、Telnet対応のこと。

＇３（
ソフトウエアのバージョンアップによ集中管理型の無線LANシステムへの移行
や位置検索システムへの対応が可能とすること。

電源設置及び設置条件 ＇０（
IEEE 802.3afによる電源供給が可能とすること。

＇１（
動作温度 0～40℃　湿度 10～90％＇ただし結露しないこと)で動作すること。



凡例９ 

ＰＡＣＳ 
依頼情報・患者情報 

参照 

新規導入ｼｽﾃﾑ 

既存ｼｽﾃﾑ 

リハビリシステム 
実施情報・リハビリ記録 

依頼情報・患者情報 

検体検査システム 
依頼情報・患者情報 

結果情報・報告情報 

 
 
オーダリングシステム 
処方 
検査 
病理 
画像・生理 
内視鏡 
注射 
処置 
手術 
指示簿指示 
指導 
予約 
病名 
入院基本 
食事 
リハビリ 
手術申込 
文書作成 
服薬指導依頼 
栄養指導 
 
輸血 
クリニカルパス 
多目的検索 
病名・処方監査 
持参薬 
 
 
医療過誤支援システム 

ＰＤＡ用看護支援システム 

病名・患者属性 

手術・入退院情報 

システム相関図 

  医事会計システム 

再来受付機システム 

患者情報 

受付情報 

病名情報 

会計情報 

予約情報 
診察券発行システム 

カルテ検索機 

健診システム 
依頼・患者 

結果情報・報告情報 

ＲＩＳ 
受付・実施 

依頼情報・患者情報 栄養管理システム 
移動・食事・患者情報 

調剤支援システム 
患者・処方・注射情報 

在庫管理システム 

服薬指導システム 
患者・処方・注射情報 

参照 

採血管準備装置 

依頼情報・ 

患者情報 

ｼｽﾃﾑ変更検討 

一元化を
検討中 

内視鏡システム 
実施情報・内視鏡記録 

依頼情報・患者情報 

  腹部エコー取込      

病歴システム 

既存システムのバージョンアップで対応 

 ＤＰＣシステム 



ハード機器数設置確認表
クライアント
又はウェブ
Dr使用分

クライアント
又はウェブ

【デスクトップ】

クライアント
又はウェブ
【ノート型】

レーザー
プリンタ

PDA
ラベル
プリンタ

＇リストバンド用（

バーコード
リーダー

スキャナ
既存PC
パックス

漢字イン
プリンタ

　　　　カード
発行機

ドットプリンタ

０ F

内 科 4 7 7 5 6 5 5 4

外 科 2 3 3 2 3 2 2 2

整 形 外 科 2 3 3 2 3 2 2 2

泌 尿 器 科 2 3 3 2 3 2 2 2

眼 科 1 1 2 1 2 1 1 1

神 経 内 科 1 1 2 1 2 1 1 1

耳 鼻 咽 喉 科 1 1 2 1 2 1 1 1

皮 膚 科 1 1 2 1 2 1 1 1

産 婦 人 科 1 1 2 1 2 1 1 1

救 急 室 1 1 1 1 1 1

化 学 治 療 室 1 1 1

内 視 鏡 室 1 1 2 1 1 1 3

採 血 室 1 1 1

地 域 連 携 室 2 1

医療安全・訪問看護 2 2

小 計 17 6 23 33 0 17 28 17 20 18 0 0

検 査 室 7 1 7 2 3 2 1 2

レ ン ト ゲ ン 室 2 9 2 10 3

リ ハ ビ リ 室 6 1 2 1 1

栄 養 管 理 室 4 2 2

薬 剤 室 3 8 5 4 4 3

事 務 課 18 7 2 5 2 1 2 2

診療情報管理室 2 1

CPU 室 1 1

小 計 0 43 21 26 0 8 23 7 6 3 2 2

１ F

ナースステーション 2 1 6 2 3 1 7 1 3 2

透 析 室 2 1 1 1 1 1

中 材 手 術 室 1 1 1 2 4 2

小 計 5 1 8 4 3 2 10 1 8 2 2 0

２ F

医 局 1 1 1

ナースステーション 2 1 6 2 3 1 7 1 2 2

講 義 室 1

小 計 3 1 6 3 3 1 7 1 4 2 0 0

３ F

ナースステーション 2 1 6 2 3 1 7 1 3 2

小 計 2 1 6 2 3 1 7 1 3 2 0 0

合 計 27 52 64 68 9 29 75 27 41 27 4 2
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１新市立大洲病院　仕様書.xls の互換性レポート

2013/5/4 14:46 に実行

このブックで使用されている次の機能は、以前のバージョンの
Excel ではサポートされていません。このブックを以前のバージョン
の Excel で開くか、以前のファイル形式で保存すると、それらの機
能が失われるか、正常に実行されなくなる可能性があります。

再現性の低下 出現数 バージョン

図形、ワードアート、テキスト ボックスなど、このブックのオブジェク
トの一部では、オブジェクトの境界を超える長さのテキストを入力で
きる場合があります。以前のバージョンの Excel では、このオプショ
ンに対応していないため、境界を超えたテキストは表示されませ
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