質疑回答書
№
1

区分

審査要領

頁数及び見出し番号
質疑内容
回答
３ページの５（４） 販売業者等で、サポート教育を受けたものが駐在する保守拠点があれ 自社事業所と同等のサービス（営業、保守等）を提供頂ける場合は、
事業所の開設
ば、自社事業所でなくとも良いでしょうか
可とします。
３ 審査委員会
プレゼンテーションへの参加人数等の制限はありますでしょうか？
1者あたり5名以内とします。

審査要領

３ 審査委員会

プレゼンテーションはプロジェクタを使用した方法にて行われるので プロジェクタは使用可能（当院にて用意）です。但し、ノートパソコ
しょうか？それとも資料を使用した方法にて行われるのでしょうか？ ン等は提案者が持参してください。また、資料は5月8日までに提出頂
く提案書を使用し、プレゼンテーションを行って下さい。新たな資料
の配布は認めません。

企画提案書作成要領

６ 提出書類の作成
について
1ページ
1 提出書類

提案書の頁数の制限はありますでしょうか？

表紙、目次を含めて50頁程度とします。

提出部数に、「未製本１部」とありますが、具体的にどのような状態
での提出をご要望されておりますでしょうか？

正本・副本については、キングファイルなどに綴じた状態を指してお
り、未製本はキングファイルなどに綴じず提出書類をクリップなどで
一式にまとめた状態を指します。

企画提案書作成要領

1ページ
1 提出書類
2 提出方法

１（４）仕様対応表については、5/1にExcelファイルを電子メールに １（４）仕様対応表については、5/1にExcelファイルを電子メールに
て提出とのことですが、5/8の提出時にも、ご指定の部数印刷したもの て提出いただきます。5/8の提出時には、印刷したものは不要です。
を提出が必要でしょうか？

企画提案書作成要領

1ページ
1 提出書類

１（４）仕様対応表については、5/8の提出時にも、ご指定の部数印刷 １（４）仕様対応表については、5/8の提出時には、印刷したものは不
したものを提出が必要な場合、１（４）仕様対応表のみについては、 要です。
両面印刷とさせていただけないでしょうか？

実施要領

2

3

4

企画提案書作成要領
5

6

7
第3号様式
8 新実績表

システム更

「平成28年12月31日まで」とありますが、受注時期（年月）もしくは 平成28年12月31日までに稼働した実績を記入してください。
稼働時期（年月）のどちらでしょうか？

第6号様式 メンテナン
9 ス費用概算見積書

平成31年度から平成37年度まですべて、消費税は8%を想定することで お見込みの通りです。
宜しいでしょうか？

第6号様式 メンテナン
ス費用概算見積書

メンテナンス費用内訳に「法改正」とありますが、ソフトウェア保守 お見込みの通りです。
に法改正対応費用は含まないとの理解で宜しいでしょうか？

第6号様式 メンテナン
ス費用概算見積書

メンテナンス費用内訳に「法改正」とありますが、過去の実績から想 お見込みの通りです。
定費用を記載することで宜しいでしょうか？また対象年度は、平成32
年度、平成34年度、平成36年度とし、介護の法改正対応は対象外とす
ることで宜しいでしょうか？

10

11

別紙様式５

非公開理由書類

別紙様式５について、提出する場合は、5/8までの企画提案書と同じタ お見込みの通りです。
イミングでよろしいでしょうか？

別紙様式５

非公開理由書類

別紙様式５について、提出する場合は、押印した正本の１部でよろし
いでしょうか？

12

13
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お見込みの通りです。

質疑回答書
№

区分
第5号様式

頁数及び見出し番号
質疑内容
委託料概算見積書
下部に、
※各システム欄に記載が難しいものは、「31 その他」欄に記載して
ください。
とありますが、「31 その他」欄がございません。
合計の前行に追加して記載すればよろしいでしょうか？

回答
各システム欄に記載が難しいものは、行を挿入し、「その他」として
記載してください。

別紙8.端末台数表

61 医用画像情報シ デスクトップPC 13との記載をいただいておりますが、3D画像処理処
ステム（放射線画
理システムの専用端末という認識でよろしかったでしょうか？
像）
130 SPD薬剤系
端末台数３と記載いただいておりますが、別紙2.高知医療センター導
入システム一覧 には、ライセンス数５となっております。
ライセンス数３との認識でよろしいでしょうか？

お見込みの通りです。

81 統合診療支援シ
ステム

下部の共通ソフトに数量の記載がありますが、端末などの数量の記載
がございません。
61 医用画像情報システム の数量と読み替えてもよろしいでしょう
か？

お見込みの通りです。

1-1_基本要件 システ
18 ム化の基本方針

1-4-3-2

仮想サーバの必要容量を計算するため、院内がん登録支援システムの
必要スペックもしくは、担当者のご連絡先をご教授願います。

必要スペックとして、メモリ1GB以上を想定してください。DISK容量
は、現在20GB程度使用しています。

1-1_基本要件 システ
ム化の基本方針

1-4-3-2

院内がん登録支援システムは継続使用とのことですので、インストー
ルや動作に必要なOS・ソフトウェアなどのライセンスはお持ちという
理解でよろしいでしょうか？

お見込みの通りです。

1-1_基本要件 システ
ム化の基本方針

1-4-3-3

仮想サーバ必要容量を計算するため、グループウェアシステム（サイ
ボウズデヂエ）の必要スペックもしくは、担当者のご連絡先をご教授
願います。

必要スペックとして、メモリ4GB以上を想定してください。DISK容量
は、現在22GB程度使用しています。

1-1_基本要件 システ
ム化の基本方針

1-4-3-3

グループウェアシステム（サイボウズデヂエ）は継続使用とのことで
すので、インストールや動作に必要なOS・ソフトウェアなどのライセ
ンスはお持ちという理解でよろしいでしょうか？

お見込みの通りです。

1-1_基本要件 システ
ム化の基本方針

1-4-3-4

新情報システム系端末上で動作させること。とありますが、ここで記
載の「新情報システム系端末」とは、診療系の端末との認識でよろし
いでしょうか？

お見込みの通りです。

1-1_基本要件 システ
ム化の基本方針

1-4-3-4

「今日の診療（ASPサービス）」は現在貴院がご契約されているサービ お見込みの通りです。
スのライセンスなどを継続使用するという理解でよろしいでしょう
か？

14

15
別紙8.端末台数表
16
別紙8.端末台数表
17

19

20

21

22

23

24

1-5_基本要件
移行要件

データ 1-1-3-1

別紙「現行システムからの移行データ」に記載するデータを次期統合
情報システムに移行し利用可能とすること。
とありますが、別紙10との認識でよろしいでしょうか？
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お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

質疑回答書
№

区分
1-5_基本要件
移行要件

頁数及び見出し番号
質疑内容
データ 1-1-3-1
別紙「現行システムからの移行データ」に記載するデータを次期統合
情報システムに移行し利用可能とすること。
とありますが、別紙10に記載のない部門システムは移行不要との認識
でよろしいでしょうか？

回答
原則、更新対象システムのデータ移行は必須とします。

1-6_基本要件
ウェア要件
・
別紙8端末台数

ハード 1-12
1-12にて高精細モニタ 2Mカラーの仕様要件と、別紙8 に、高精細モ
・
ニタ ２Mカラー の欄に、29との数量ご指定いただいておりますが、
No.7 高精細モニタ 1面でよいのか、2面なのか、具体的な構成をご教授ください。
２Mカラー

更新分の29は、
・2Mカラー1面×11箇所
・2Mカラー2面×18箇所
となります。
更新分（予備）は、
・2Mカラー2面×3箇所(予備)
となります。

25

参考として、継続使用分は
・2Mカラー1面×5箇所
・2Mカラー2面×12箇所
・2Mカラー3面×3箇所
・3Mカラー2面×16箇所
・5Mモノクロ1面×1箇所
・5Mモノクロ2面×2箇所
となります。

26

1-6_基本要件
ウェア要件

ハード 1-13-4-2

27

レセプト用プリンタとして、プリント解像度：2400dpi×600dpi以上
とのご指定をいただいておりますが、本解像度はカラープリンタの要
件かと推察いたします。
レセプトにてカラーが必要でしょうか？

誤植です。
プリント解像度：1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi
す。

1-6_基本要件
ウェア要件
・
28
別紙8端末台数

ハード 1-6
・
医用画像参照用

1-6にてクライアント端末（デスクトップタイプ、医用画像参照用）
数量は、別紙8 端末台数表に記載する通りとします。
は、一般液晶モニタを2枚構成すると認識しましたが、別紙8 の内）
医用画像参照用と、内）2面用モニタの数量が一致しないように見受け
られます。

1-6_基本要件
ウェア要件
・
29
別紙8端末台数

ハード 1-7
・
医用画像読影
用

1-7にてクライアント端末（デスクトップタイプ、医用画像読影用）
数量は、別紙8 端末台数表に記載する通りとします。
は、高精細モニタを接続する端末と認識しましたが、別紙8 の内）医
用画像読影用と、高精細モニタの数量が一致しないように見受けられ
ます。

001_電子カルテ・オー
ダリングシステム機能
30 仕様書

4-1

「『本項の機能は、システム基本要件 1.7項に記載する「認証基盤（2 お見込みの通りです。
要素認証）」機能と連携し実現すること。」とありますが、『1-2_基
本要件 システム基本要件の1-8項』のことでよろしいでしょうか？

006_生体モニタ連携シ
31 ステム機能仕様書

-

生体モニタとの連携の仕様がございますが、生体モニタベンダー様側
の接続費用は含まない認識でよろしいでしょうか？
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連携に伴う費用はすべて本調達に含みます。

としま

質疑回答書
№

区分
006_生体モニタ連携シ
ステム機能仕様書

頁数及び見出し番号
質疑内容
貴院での生体モニタベンダー様のご連絡先をご教授ください。

020_看護支援システム
機能仕様書

12-33

「厚労省より通達されている「輸血療法の実施に関する指針」に沿っ 経過表および輸血管理システムでの記録・管理が必要です。
て、直後、5分後、15分後、終了時に、その都度もしくはまとめて入力
ができること。」とありますが、輸血副作用は経過表の記録として管
理ができればよろしいでしょうか？

020_看護支援システム
機能仕様書

14-7

「アセスメントシートで入力された内容を患者状態として反映される
こと。また逆に患者状態を登録した場合に看護プロファイルに反映さ
れること。」とありますが、後者の看護プロファイルはアセスメント
シートに置き換えて良いでしょうか？（看護アセスメントシートと患
者状態との双方の反映ができれば良いでしょうか？）

お見込みの通りです。

020_看護支援システム
機能仕様書

18-21

「入力補助機能として、看護協会等から出ている情報を登録でき、ガ
イダンス表示できること。」とありますが、看護協会等から出ている
情報とは具体的にどのような情報を指しているのでしょうか？

厚生労働省の「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票、評価
の手引き」等を指しています。

52-5

999ヶ月分のデータを保持できること。
誤りではないでしょうか？

54-2-9

「給食管理システムへ加算情報（選択食加算・特別食加算等）の送信
ができること。」とありますが、別紙3.システム構成図では、給食管
理システムから、医事会計システムへとなっております。

誤植です。
「給食管理システムから加算情報（選択食加算・特別食加算等）を受
信できること。」とします。

060_画像検査（診断
2-2
RIS）システム機能仕様
38 書

「ログイン時に初期表示する画面は、各端末毎に設定できること。」
と記載されておりますが、端末毎ではなく放射線、生理、内視鏡の各
部門毎に設定可能でもよいでしょうか？ また、に表示させたい画面
例がありましたらご教授頂けますでしょうか？

各端末ごとに異なる初期画面とすることを目的としています。詳細
は、開発段階で協議することとします。

060_画像検査（診断
2-9
RIS）システム機能仕様
39 書

「上記で取得した最新の患者情報・オーダ情報・入退院・移動情報等
を都度、下位システムにも送信できること。」とありますが、「下位
システム」とは、医用画像システム、放射線レポートシステム、統合
診療支援システムのことを指していますでしょうか？

アンギオ動画システム、治療RISシステム等も含みます。

「オーダ情報の再送要求ができること。」とありますが、部門システ
ムでオーダ情報の取込が失敗した場合の対応を想定されているでしょ
うか（部門側にないオーダの再取り込み）？
あるいは、患者の基本情報、検査結果の情報の最新値を取り込むため
の再送を想定されているでしょうか？（部門側にあるオーダの最新
化）

失敗した場合に加え、オーダ情報、患者情報の最新化を目的としてい
ます。

32

33

34

35

030_医事会計システム
36 機能仕様書.xls

37

030_医事会計システム
機能仕様書.xls

060_画像検査（診断
2-14
RIS）システム機能仕様
書
40

回答
連絡先は以下の2社です。
フクダ電子四国販売（株）高知営業所
日本光電工業（株）四国支店 病院営業部 高知営業所

とありますが、99ヵ月保持の 仕様書に記載する通りとします。
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質疑回答書
№

区分
頁数及び見出し番号
質疑内容
060_画像検査（診断
2-25
RISシステムはタブレットで使用でき との記載がありますが、別紙8.
RIS）システム機能仕様
端末台数表に060_画像検査（診断RIS）がないため、必要となるタブ
41 書
レットの台数について、ご教授ください。

回答
別紙8.端末台数表のSID1電子カルテシステムに記載している30台で使
用します。

060_画像検査（診断
3-42
RIS）システム機能仕様
42 書

「将来的に、RISでの受付は、手術室の受付と同様に3点チェック（利
用者、患者、オーダ内容）できること」とありますが、稼働時点で必
要となる仕様についてご教授ください。

稼働時点では３点チェック自体の機能の実装は必須ではありません
が、将来的に実装できるよう、バーコードの認識機能等を有していれ
ば可とします。

060_画像検査（診断
43 RIS）システム機能仕様
書
060_画像検査（診断
44 RIS）システム機能仕様
書
060_画像検査（診断
45 RIS）システム機能仕様
書
060_画像検査（診断
RIS）システム機能仕様
46 書

5-16

「患者認証時刻」と「受付時刻」の違いについて、ご教授ください。

「患者認証」をした時刻が記録として残ることを目的としています。

5-33

「コメント保存」と「一時保存」の違いについて、具体的にご教授頂
けますでしょうか？

「コメント保存」はコメント部分のみを更新したステータス、「一時
保存」は実施情報の一時的な保存をしたステータスとします。

5-38

照射録について、「当院が指定する形式で紙出力」とありますが、指
定のフォーマットのご提示をお願いします。

契約締結後、開発段階において、別途提示します。

7-10

「検像システム」の記載がありますが、別紙2.高知医療センター導入
システム一覧にて、検像システムが見当たらないため、メーカー名、
システム名、ご連絡先についてご教授頂けますでしょうか？

連絡先は、別紙2.高知医療センター導入システム一覧のNo32 医用画像
システム（放射線画像）と同様です。また、システム名はインフォコ
ム株式会社、製品名はIRAD-QAになります。

063_3D画像処理システ
ム機能仕様書

1-1

「仮想化サーバ上に構築し」との記載がありますが、薬事対象商品を
ご提案し、仮想化サーバ上に構築する事が出来ない場合は、IAサーバ
でのご提案でもよろしいでしょうか？

原則、仮想化サーバ上に構築することとします。

063_3D画像処理システ
ム機能仕様書

2-3

QuickTimeVR・QuickTimeにつきましては、Appleのサポートが終了して 同等もしくは、同等以上の性能を有していれば、可とします。
いるため、同等機能(オフラインVR等)を有しているソフトに対応して
いるシステムをご提案することは問題ないでしょうか？

080_産科カルテシステ
ム機能仕様書

1-11

「スムーズな診療を実現するために、タブレット端末を活用した患者
による問診入力などが行え、産科カルテに入力内容が反映できるこ
と。」とありますが、電子カルテのタブレット端末で問診入力された
もの（患者プロフィール）が、産科カルテシステムに連携できる と
いうイメージでよろしかったでしょうか？

お見込みの通りです。

081_統合診療支援シス
テム機能仕様書

1-11

「ポータブル撮影画像などをオフラインで取込みができ」との記載が
ありますが、オフライン用の取込装置の機器リストをご提示頂けない
でしょうか？

契約締結後、開発段階において、別途提示します。

4-1-18
4-1-20

使用パス、麻酔チャートを設定した場合は、表示した際に、どういっ
た表示方法を想定されておりますでしょうか？

契約締結後、開発段階において、別途協議し決定します。

47

48

49

50

081_統合診療支援シス
51 テム機能仕様書
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質疑回答書
№

区分
081_統合診療支援シス
テム機能仕様書
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頁数及び見出し番号
質疑内容
回答
5-1
別紙「電子署名・タイムスタンプシステム導入業務委託 仕様書」を参 4月3日に当院ホームページに掲載した「高知医療センター統合情報シ
照とございますが、ご提供いただけますでしょうか？
ステム更新業務に係る公募型プロポーザルの実施に関る仕様書につい
て」に記載する問い合わせ先までお問合せ下さい。

081_統合診療支援シス
53 テム機能仕様書

5-1

既存タイムスタンプ及び電子署名機能の継続利用のご提案でもよろし
いでしょうか？

仕様を満たす場合に限り、可とします。

091_勤務管理システム
機能仕様書

1-4

「利用者マスタは、統合情報システムと同期をとって自動的に更新で
きること。」とありますが、1-15に記載があるとおり、人事給与シス
テムから新規採用者の取込を行う、ということでしょうか？

お見込みの通りです。

診療材料マスタ追加・変更の手続きは下記の流れをイメージされてお
りますでしょうか？
①SPDにて商品マスタ登録（SPD診療材料システムより受信）
②SPDでデータを加工＋電カル物品コード発番
③医事課へ商品情報を伝達
④医事課で発番された医事コードを付加
⑤業務課で承認
⑥電子カルテへデータ送信
※業務課端末にSPDシステムをインストール

お見込みの通りです。
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