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調達システム構成



名称 出退勤等管理システム　一式（基本要件）

調達概要・目的 現在、出勤簿や時間外勤務命令簿、年次有給休暇処理簿の運用に関しては紙帳票により行われている。紙資料ゆえに、
集計等の人的作業負担が大きく、また統計分析等に用いることが困難であり労務管理にフィードバックしづらい状況である。
また、働き方改革関連法の成立をふまえ、医療機関においても厚生労働省のガイドラインを遵守する必要がある。
これらの課題に対し、現行の労務管理運用を電子化することで、職員の勤務時間の適正な管理をIT化・効率化し、集計デー
タから労務管理の改善につながることを目的としたシステムの調達である。

今回導入するシステムすべてに関して、以下の要件を満たすこと

1　システム全般に関わる基本要件　（必須事項）
1-1　基本的要件

1-1-1 本件の調達範囲は、勤怠管理システム、申請・承認システム（休暇、残業、宿日直等）、各種集計機能、およびそれらの稼
働に必要な周辺機器を全て含むこと。

1-1-2 本件の画面構成、システム構成、データフローは、病院職員（医療職種、事務職種）にとって運用しやすい最適なモノを提案
すること。（当院の事情をよくヒアリング、整理した上で構築を行うこと）

1-1-3 提案者のシステムの設計思想により、オンプレミスの「クライアント=サーバ型」「WEB型」、または「クラウド型」等の構成が想定
されるが、「クラウド型」のようにインターネット経由で構成するシステムは不可とする。
基本的に、オンプレミスの「クライアント=サーバ型」または「ＷＥＢ型」の構成で提案すること。
また、ブラウザを使用する場合は、クライアント端末の標準ブラウザで動作するものであること。

1-1-4 安定性のあるパッケージシステムを前提とし、充実した機能を有し、操作が容易であること。

1-1-5 導入済み（構築途上のものを含む。）の他システムとデータ連携の可能な拡張性のあるシステムであること。なお、受け渡し
するデータ形式等については、本件システム側で調整すること。

1-1-6 システムの稼働開始から長期間(約6年間)の運用に対応できるものとし、そのための保守及び運用支援が確保できるもので
あること。

1-1-7 メンテナンス等の保守点検時を除き、現行の稼働時間で365 日運用が可能なシステム構成とすること。
＊正確には、電子カルテのように３６５日２４時間絶え間ないフル稼働を求めるシステムではない。（メンテナンスによる停止
等は数時間程度は構わないので、コストダウン等を鑑み構成費用にも留意すること。）

1-1-8 システムのハードウェア・ソフトウェア構成に至っては、稼働から6年間、運用・管理することにあたり十分なスペックを要するこ
と。低スペック機器を提供したことによる不備(動作遅延含む)は一切認めない。(その場合、受注者の負担で交換を要するも
のとする)

1-1-9 システムのバージョン、情報機器は、当院の規模に適応したグレードで検証済みの最新バージョン、スペックのものを導入す
ること。
＊低位グレード、低スペック機器を提供したことに起因した障害・動作遅延、および更新前のサポート終了は一切認めない。

1-1-10 導入機器（付属品含む）は、正規品を基本とし、新品であること。（中古品は不可）
＊国内メーカーを基本とする。（ＨＰ社、ＤＥＬＬ社製品も可）
＊機材(サーバ、周辺機器等)の最終決定に関しては、導入前に病院担当者へ事前確認を行い、許可を受けること。

1-1-11 本件の調達システムは、当院と同規模クラス（病床数400床）の国公立の医療機関への納入実績を有するものであること。

1-1-12 打刻システムは、複数の様式に対応できること。電子カルテ端末での動作対応は必須とする。
打刻機の方式は、①生体認証(非接触型手のひら静脈)、②ＩＤ入力（タッチパネル入力、アイコンからの直接起動、グループ
ウェアからのシングルサインオン）の２パターンの両方を兼ね備えること。
＊2パターンの対応は、出入り口等の打刻機専用箇所だけとする。
＊参考資料として、「ICカード方式」の資料を提出すること。

1-1-13 打刻システムの入力ＩＤは、電子カルテ入力用ＩＤとする。

1-1-14 打刻システムの入力方式について、電子カルテPC上から入力する場合は、ＩＤ/Ｐａｓｓ入力方式だけで可とする。（キーボード
入力、シングルサインオンおよびアイコンから直接起動）



1-1-15 仕様に示した機能は、必須要件を除き、提案範囲の中で、標準・オプション機能に関わらず搭載するように努めること。
（オプション機能も導入費用に含む）。ただし仕様を超えて標準搭載している機能は構わない。

1-1-16 当院の電子カルテシステムと連携し、当院が指定する運用が行えるよう設定作業を行うこと。
＊具体的な詳細設定は、導入WGにて検討していくものとする。
＊電子カルテシステムとの連携に関しては、全ての機能に対し病院担当者へ事前説明を行い、許可を受けること。

1-1-17 システムの起動に関しては、当院が指定するHISとの連携方式を実装すること。
＊基本的に、「グループウェアからのシングルサインオン」、および「デスクトップアイコンからの単独起動」の両方を実現するこ
と。

1-1-18 既存のHIS、人事系システムを含む運用上必要な複数ベンダー間でのマスタデータ連携を想定し、構築・対応を行うこと。
＊詳細は、導入WGにて当院との協議の上決定するものとし、システムやデータに応じて、オンライン・オフラインの連携方式
となる。
＊県のシステムとは、オンライン接続禁止（ガイドライン上、セキュリティレベルが病院より劣る）

1-1-19 ユーザーは、次の想定数とする。必要に応じて、ユーザー数の増減に対応できるシステムであること。
＊想定数：一般ユーザー1000名、アドミン管理ユーザー30名

1-1-20 windowsデバイスCALは、Windows　server　2012の場合、HIS側ライセンス（約1000台）を使用できる。

1-1-21 既存の電子カルテ端末と相乗り稼働が可能であり、同時・複数の端末で情報の入力・閲覧・印刷ができること。

1-1-22 勤怠管理システムの単独ログイン時には、ユーザーの認証を行うこと。

1-1-23 ユーザー権限は、所属、職種等により複合的に権限を割り振ることが出来ること。

1-1-24 アドミン管理者権限を有する者のみが、各種データの登録・修正・取出しができること。またこの履歴を管理できること。

1-1-25 当院は独立行政法人ではないため、ＨＩＳ側での職員情報の一元管理ができないことに十分留意したシステム構成とするこ
と。

・職員ＩＤ情報の管理は、病院と県庁で異なる。
①　ＨＩＳ側システムは、１ユーザー、１ＩＤ＝ログインＩＤ。
②　県庁側システムは、１ユーザー、複数ＩＤのケースがある。（採用区分に応じて随時発行している）
各々が必要とする職員情報項目は異なる。

・2011年以前のＨＩＳ側職員ＩＤは、独自ルールＩＤを使用している。（職員ＩＤではない）
＊2011年以降に登録されたＨＩＳユーザーは、職員ＩＤ＝ログインＩＤ。

・職員登録画面/マスタDBには、ＨＩＳ側、県庁側両方からデータを取り込む仕組みを構築すること。この場合、両者を結びつ
ける唯一のユニークデータは生体情報が望ましい。

・なお、職員情報、勤怠管理系マスタに関しては、人事班担当者が管理する。

1-2　搬入・設置・構築に関わること
1-2-1 当院が必要とするネットワーク、各種端末、サーバ等、情報機器、電源の配線・設置・接続・設定作業を行うこと。

作業に必要なものは、受注者において全て手配すること。

1-2-2 1-2-1の作業に関しては、病院担当者へ必ず事前報告を行い、病院が指定する手法・設定・規格・規則に基づいて作業を
行うこと。

1-2-3 1-2-1の作業に着手する前に必ず病院担当者の許可を得てから行うこと。作業完了後は報告を行うこと。

1-2-4 1-2-1に関する費用及びHISベンダー(必要に応じて関連部門システム)との接続費用を含むこと。
＊詳細は、富士通株式会社大分支店へ照会すること。



1-2-5 ネットワークについては、既存の電子カルテ系ネットワークを利用すること。また、電子カルテ系のLANおよびサーバ室内の配
線等を施工する場合には、富士通株式会社から指定された業者に依頼して行うこと。

1-2-6 打刻システム等にネットワーク配線が必要な場合は、富士通株式会社から指定された業者に依頼して施工を行うこと。その
際、既存電子カルテ系配線を流用・再配線することは認めるが、末端ＨＵＢによる分配は避けること。

1-2-7 新規に電子カルテシステムと相乗りする端末を導入する場合、富士通推奨の端末を購入すること。プリンタも同様。
　＊既存端末への相乗りは、影響がないことを確認した上で認める。
　＊影響調査は、応札者が実施すること。(HISベンダーとの調整含む)

1-2-8 サーバ、独自端末および周辺機器の設定・設置を行う場合、必ず電子カルテシステムに影響がないか事前調査し支障がな
いようにすること。

1-2-9 各端末および導入機器に、当院が必要なソフトウェアを購入・設定すること。またその費用を含むこと。

1-2-10 開梱、組立を行い、当院が指定するラベルを作成および貼付すること。また開梱した不要部材は、当院が指定する廃棄場
所へ廃棄すること。（開梱・組立作業等の場所は、病院から院内の作業場所を提供する）

1-2-11 当院が指定する配線のラべリング、整線作業を実施すること。

1-2-12 病院内の導入作業に際し医療現場であることから、個人情報の流出および作業環境には十分留意すること。

1-2-13 業務の全部又は一部を一括して第三者に委託することはできないことに留意すること。ただし、あらかじめ当院の承諾を得た
ときは、この限りではない。

1-2-14 導入作業に伴い発生した廃棄物の処理に関しては、病院担当者の指示に従って処分すること。

1-3　情報セキュリティに関わること
1-3-1 新規購入端末および導入機器に対して、当院規程に準じた情報セキュリティ対策を行うこと。

＊詳細は、受注者へ病院担当者から指示するものとする。

例：USBポート封鎖(ソフト的、物理的)、光学ドライブの搭載不可、当院指定のウイルス対策ソフト導入、アカウント設定等。
＊サーバについては、別途協議。

1-3-2 サーバーへのアクセスについては、ユーザーやグループごとにアクセス権限を設定するなどの対策ができること。
また、利用者のアクセスログ及び操作ログの保存及び取得等ができること。

1-3-3 セキュリティ対策に必要な費用を含むこと。
独自端末を調達する場合は、USBポート封鎖等の費用が該当する。
サーバのみの調達であれば、ウイルス対策ソフトは必要に応じて当院から支給するものとする。（設定は受注者が行うこと）

1-4　開発および支援体制
1-4-1 システム全体（関連事項すべて含む）の導入マネジメントを主体的に行うこと。

＊受注ベンダーが導入責任者を選定し、導入責任者が全体管理を行うものとする。
＊病院側もプロジェクトマネージャー相当の担当者を定めるものとする。

1-4-2 パッケージの内容に精通したプロジェクトマネージャーが本プロジェクトに参画すること。また開発期間中の進捗状況報告を、
病院担当者へ適宜行うこと。

1-4-3 本件の導入に関しては、当院担当者および関係職員と密に打合せを行い、相互に遺漏のないようにするため、必要に応じて
当院が指定する期間院内に常駐すること。

1-4-4 導入、構築、確認、動作テスト、職員研修など、導入に必要な全ての事項に対応すること。

1-4-5 導入に関する問合わせ、不具合・指示に対する回答および対応は原則1週間以内に提示すること。

1-4-6 導入スケジュールに遅延が生じた場合、速やかに（概ね2週間以内）人員の増員・技術的サポートの拡大など対策を行い改
善を行うこと。



1-4-7 完了までの全体スケジュール管理、議事録（協議事項）の作成を行うこと。完了後に報告ドキュメントを提出すること。
＊データおよび書類での提出。

1-4-8 メンテナンス業務がある場合、病院担当者にドキュメントの提出および丁寧な業務支援を行うこと。

1-4-9 運用開始までに、運用管理及び利用するにあたって必要な内容について教育研修を行うこととする。また、研修に必要な資
料及び研修用データについては、本件受注者が準備すること。
ただし、研修会場及び研修用パソコンは、原則として当院が準備することとし、詳細については本件受注者と別途協議のうえ
決定する。

1-4-10 稼働後に様々な微調整（元々の機能範囲）が想定されるため、稼働後から6ヶ月間を評価期間とする。（瑕疵担保期間とは
異なる）。評価期間中に発生したユーザー（事業者）の要望を収集し、少なくとも1週～2週に1回程度のペースで反映させる
体制を有すること。
また、評価期間中に少なくとも2週に1回程度の頻度で、現地での要望確認等のWGを実施すること。

1-5　システムの設置期限について
1-5-1 当院が指定する日までに設置完了し、運用可能な状態で稼働すること。

1-6　保守体制については下の要件を満たすこと。
1-6-1 本件の調達機器は、ベンダーが異なる場合であっても一体化した保守管理体制を担保すること。

1-6-2 本システムは、最低6年間は使用する。使用期間中の保守管理体制を確保すること。

1-6-3 保守に関する詳細仕様要件は、「総務経営課人事班」まで問い合わせること。

1-7　その他

1-7-1 稼働確認後、次のものを印刷物及び電子媒体で2部提出すること。
  設計書
  ハードウェア構成図及び一覧表
  ソフトウェア構成図及び一覧表（ライセンスキー等の情報を含む）
  設定内容及び解説
  ネットワーク管理表
  操作マニュアル（システム管理者用、システム利用者用）
  障害発生対応マニュアル（連絡体制及び対応方法）
  その他関係資料（ライセンス料金表等）
  協議内容の議事録

1-7-2 提案システムは、提案競技時点で製品化されていること。

1-7-3 各仕様については、納入の時点において全て製品として実装されること。

1-7-4 次回更新時に、当院の指定するデータを、他ベンダーでも利用できる汎用的なデータ形式で全て出力すること。原則、保守
費用の範囲で実施することする。(データ出力を実施しない、または出力不可のベンダー製品の採用は不可とする。)

1-7-5 1-7-4のデータ移行作業に伴う調整作業および問い合わせ対応についても、誠実に対応すること。

1-7-6 今回の調達に伴い問題が発生した場合は、誠意を持って実効的に解決するように対応すること。



2 職員主体均等管理システム仕様要件
2-0 基本仕様

2-0-1 1-1-23で示したとおり、職員情報データが一元管理されていないことに十分留意すること。

2-0-2 電子カルテ職員マスタと、外部で作成した人事情報を両方随時取り込むことができる仕組みを有するこ
と。
＊具体的な項目・入力方法は、導入WGで協議する。

2-0-3 電子カルテ職員マスタは、以下の項目のみ保有するので、勤怠管理に必要な他の情報は、外部人事
データから取り込むか手動での入力となることを想定した仕組みを構築すること。

■氏名、カナ、ＩＤ、Ｐass、職種、利用開始日、利用終了日

2-0-4 外部人事データには、一職員、５つのＩＤを保有するケースが有ることを想定すること。

2-0-5 新入職員の勤務予定を勤務開始日以前に作成することができること。

2-0-6 管理システムから、当院の指定する必要なデータを、エクセルまたはcsv方式で出力できること。

2-1 就業規則
2-1-1 交替勤務に対応できる。

2-1-2 時短勤務に対応できる。

2-1-3 育児短時間勤務の適用の開始、終了で年次有給休暇の残時間の計算をシステムで行えること。

2-1-4 病気休暇、欠勤、産前・産後休暇、公務・通勤災害による休暇等の報告を行うことができ、理由を入力で
きること。

2-1-5 非常勤職員の勤務時間を管理できる。

2-1-6 月中で異なる勤務体系への異動があった際、自動で日割計算することができる。

2-2 勤務予定
2-2-1 カレンダーに年末年始等の固有の休日を登録できる。

2-2-2 権限を与えられたユーザがカレンダーを修正することができる。

2-2-3 カレンダーを随時修正することができる。

2-2-5 職種毎に、事前に公休日をまとめて年度始めや月初めに指定できる。

2-2-6 本人権限で予定の一括入力・修正ができる。

2-2-7 各所属の長や班総括が職員の勤務予定を一括入力できる。

2-3
2-3-1 外部で作成したシフトを、取り込むことができる。

2-3-2 深夜・準夜・OFFといった特定のシフトパターンをもとに、勤務予定を自動作成できる。

シフト管理



2-3-3 シフト毎、時間帯毎に定員の過不足状況を確認できる。

2-3-4 職員のシフト希望を代理登録できる。

2-3-5 シフトをExcel出力できる。

2-3-6 シフト画面のレイアウトは、表示項目を任意に指定できる。

2-3-7 職員のシフトを一括で作成できる。

2-3-8 作成されたシフトを一括で複数人にコピーして使用できる。

2-3-9 職員のシフトを事前に収集した勤務希望日や希望時間帯を確認しながら調整できる。

2-3-10 シフト一覧の表示形式は、タイムバー形式、時刻形式を切り替え、調整できる。

2-3-11 一日に複数回の休憩時間帯を登録できる。

2-3-12 日毎や時間帯毎の必要最低人数を指定することができる。

2-3-13 シフトの割当条件として職員の役職や資格情報、業務経験を指定し、シフトの自動割当ができる。

2-3-14 シフト作成に必要な職員の資格情報や業務経験の情報を各現場で登録できる。

2-3-15 シフト作成に必要な資格や能力等の人事項目は、数に制限なく登録できる。

2-3-16 雇用契約上の一週間の勤務時間制限を加味した上で、シフトの自動割当ができる。

2-3-17 正職員・非正規職員等の身分に応じて、勤怠の締日を変えることができること。

2-3-18 任意の期間に対して、勤務日数の上限値・下限値を設定しシフトの自動割当ができる。

2-3-19 遅番の次の日は早番にできないといった、就業規則を加味した上でシフトの自動割当ができる。

2-3-20 一日の拘束時間の上限値、下限値を条件にシフトの自動割当ができる。

2-3-21 一日の勤務時間の上限値、下限値を条件にシフトの自動割当ができる。

2-3-22 シフト作成時に、連続勤務回数や総労働時間を加味した上で自動割当ができる。

2-3-23 シフト変更時に、過去の総労働時間や連続勤務回数などを加味した上で、シフトの自動作成を行うことができる

2-4 勤務実績入力
2-4-1 役職や職種等により入力画面を変更できる。

2-4-2 勤務管理に必要な役職や異動情報等を登録することができる。

2-4-3 勤怠情報に依存しない項目を時間帯で管理できる。

2-4-4 役職や職種等により時間外の取扱を変更することができる。



2-4-5 当日の勤務体系に応じて、入力できる項目や表示項目を変更することができる。

2-4-6 勤務時間を直接入力するだけでなく、5分単位のプルダウン入力など、入力時間の単位や形式を制御す
ることができる。

2-4-7 事業所毎や職種毎に入力時間の単位(例：5分単位、1分単位等)を変更できる。

2-4-8 24時間以上の連続勤務が入力できる。

2-4-9 遅刻の際、上長判断により、賃引きしない遅刻とすることができる。

2-4-10 私用外出している時間を管理することができる。

2-4-11 就業時刻を跨いで私用外出を行った場合でも、実勤務時間の管理・集計ができる。

2-4-12 公用外出している時間を管理することができる。

2-4-13 公休予定日に出勤する場合、その扱いを振替休日または代替休暇にすることができる。

2-4-14 就業時刻を跨いで休憩を行った場合でも、実勤務時間の管理・集計ができる。

2-4-15 休憩を複数回管理することができる。

2-4-16 退勤後の呼出し勤務など、1日に複数の始業・終業時刻の管理ができる。

2-4-17 始業時間と終業時間が同じ場合にエラーメッセージを出すなど、勤怠入力時にイレギュラーデータに対す
るアラートが出せる。

2-4-18 長時間勤務者への意識付けの為に、勤務入力時、深夜時間、法定深夜時間等の表示ができる。

2-4-19 当日以前の時間外勤務時間を確認しながら、入力することができる。

2-4-20 本人が、勤務実績入力をする際に、勤労申請の有無や処理状況の確認ができるため、申請状況を見落
すことなく入力することができる。

2-4-21 勤務時間の入力時に、宿直・当直の時間、回数の入力ができる。

2-4-22 1ヶ月の規定の当直回数を越えそうな場合、アラートが出せる。

2-4-23 宿直明けの勤務には、休日扱いの予定を作成することができる。

2-4-24 宿直・当直時、仮眠の時間数・回数を管理することができる。

2-4-25 本人が入力できない場合、他の人に、代理で入力させることができる。

2-4-26 上長が承認できない場合、他の人に、代理で承認させることができる。

2-4-27 日々の勤務を行った際に、時間外理由や一日の作業内容等のコメントを登録することができる。

2-4-28 任意の資格者に対して、法律で届出が義務付けられている時間を管理できる。

2-5 勤務報告打刻
2-5-1 休日以外の未打刻等、イレギュラーな打刻をチェックできる。



2-5-2 未打刻のデータがあった場合、チェックできる。

2-5-3 打刻データと実績値に乖離があるかどうかのエラーチェックを行なう事ができる。

2-5-4 出勤時に、打刻してから勤務開始まで、休憩した場合の管理ができる。

2-5-5 市販のタイムカードと連携実績があること。

2-5-6 Web上での打刻や、指紋認証機器との連携による打刻、ビルの入退館システムとの打刻など、様々な打
刻手法を取ることができる。

2-5-7 打刻時間を取り込む際、データ連携のタイミングをスケジュール登録して定期的に自動実行することがで
きる。

2-6 勤務報告手当入力
2-6-1 勤務時間に加えて、放射線作業等の作業時間、回数を入力し、特別手当を支給することができる。

2-6-2 勤務内容に応じて、支給できる手当項目を制限することができる。

2-6-3 管理職員特別勤務について、手当算定上の勤務時間の区分に応じて勤務回数の入力ができること。

2-6-4 特殊勤務実績の認定及び認定結果の登録・照会・修正できること

2-6-5 日額特勤実績入力について、特殊勤務従事者名簿、所属単位、職場単位で認定された日額特勤務の
み入力できること。また、勤務実績による自動算定も可能とすること。

2-6-6 出勤状況と特殊勤務実績の突合せチェックがシステムでできること。

2-6-7 特殊勤務の併給チェックができること。（日額と日額、回数特殊勤務の組み合わせ）

2-6-8 所属ごとに、手当支給がありうる特勤種別を制御でき、職員の所属に応じた特殊勤務の候補から選択でき
ること。

2-6-9 特殊勤務管理は一か月単位に実績ベースで管理できること。

2-6-10 月指定、期間指定による個人、所属、職場の各単位で超過勤務命令簿・勤務時間報告書、作業従事報
告書の出力ができること。

2-6-11 臨時職員については、１か月をカレンダー形式で表示する入力画面を用いて、勤務実績を入力できるこ
と。また、計算単位が月額でない場合は入力画面において各日毎の支給額が確認できること。

2-6-12 勤務実績の入力画面では、入力対象の職員の所属、職種、予算科目、単価種別、１日の勤務時間数な
どの基本情報を表示できること。

2-6-13 勤務実績の入力画面では、職種・１日の勤務時間の形態に応じ、勤務実績時間の単位や入力可能項目
について必要なエラーチェックを行い、ありえない実績入力を排除できること。

2-6-14 勤務実績の入力は、操作を一時中断して保存ができること。また、入力が完了した内容については、確定
（保護）確定解除による再入力ができること。

2-6-15 過去５年間の勤務実績について、追給戻入処理のための勤務実績修正・追加登録が可能であること。

2-6-16 所属長及び権限を有する者が、個人の詳細情報（時間外勤務、管理職特別勤務、宿日直、特殊勤務等
の実績、年次有給休暇等の取得状況など）をいつでも月単位及び年単位に確認できること。

2-7 時間外勤務
2-7-1 職員が画面上で、超過勤務の事前・事後申請ができること。

2-7-2 深夜勤務や通常勤務など、異なる勤務内容毎に、時間外対象となる時間帯を指定できる。

2-7-3 協定時間を超えた場合、アラートが出せる。



2-7-4 協定時間を越えそうな場合、事前にアラートを出すことにより、職員への注意喚起ができる。

2-7-5 時間外勤務の延長申請を行うことができる。

2-7-6 協定時間を越えた場合、延長申請を行うまでは、勤務時間を入力させないようにできる。

2-7-7 協定時間を超える事由がある場合、超過時間を追加協定として、上長が申請できる。

2-7-8 労基法よりも深夜時間を細かく区切り、その時間帯毎の割増率の管理ができる。

2-7-9 2日間に跨る連続勤務の場合、2日分の所定労働時間を超えた部分を、時間外労働時間として算出でき
る。

2-7-10 週37.75時間を越えた勤務時間を、自動で、時間外勤務として集計することができる。

2-7-11 平日から休日に跨る勤務の場合、休日割増の時間を自動計算することができる。

2-8 勤務報告承認
2-8-1 時間外勤務、週休日の変更、管理職員特別勤務、宿日直、特殊勤務等の月次の実績報告を、各所属

長、各所属の事務担当者が当該所属職員を一括して又は職員本人が画面で入力でき、電子決裁により
回議、合議及び決裁を行えること。

2-8-2 上長が、部下の勤務報告を一括して承認することができる。

2-8-3 勤務実績の未入力者に対して、自動で入力を促すことができる。

2-8-4 勤務実績の未承認者に対して、自動で承認を促すことができる。

2-8-5 1ヶ月分の勤務実績をまとめて承認することができる。

2-8-6 緊急の場合、総務経営課にて勤務実績の承認ができる。

2-8-7 承認者が２名以上いる場合、下位の承認者を通さずに、上位の承認者が承認することができる。

2-8-8 提出した勤務実績を承認・確定前に取消を提出し、修正することができる。

2-8-9 承認者が異動した場合、発令情報にもとづいて自動的に承認者を切替えることができる。

2-8-10 現場管理をしている職場の長や班総括等が、他の班に、部下職員を送り込む事ができる。

2-8-11 現場管理をしている職場の長や班総括等が、他の班に所属している職員を自分の班に引き入れたり、他
の班に送り出すことができる。

2-9 勤怠申請・届出
2-9-1 時間外勤務の申請ができる。

2-9-2 有給休暇等の休暇申請を行い、勤務予定に反映することができる。

2-9-3 結婚休暇等の就業規則にもとづく休暇申請ができる。

2-9-4 忌引き休暇等の取得の際、連続した休暇とすることができる。

2-9-5 職員に慶弔休暇等、取得規定を開示することができる。



2-9-6 半日単位での休暇振替ができる。

2-9-7 休日出勤を行う場合、振替休日や休日勤務手当の申請ができる。

2-9-8 振替休暇を申請する際、いつの休日勤務に対する振替休暇を指定して申請することができる。

2-9-9 過去の日付の欠勤申請ができる。

2-9-10 休暇予定の取消し申請ができる。

2-9-11 欠勤の取消し申請ができる。

2-9-12 出産休暇の申請ができる。

2-9-13 取得予定だった休暇が取得できなくなった場合、事前に振替えたり、後日代替休日を取得したり、買上げ
の対象としたりすることができる。

2-9-14 休暇の種別を制限なく登録することができる。

2-9-15 上長が、複数の部下の勤務申請を一括で実施することができる。

2-9-16 本人が不在時、他の人に、代理で申請させることができる。

2-9-17 代理申請が可能な届出を指定できる。

2-9-18 本来承認すべき届出を、他の人に、代理で承認させることができる。

2-9-19 承認の滞りを防ぐために、メール通知やWeb画面上にポップアップ表示を行うことができる。

2-9-20 シフトを変更したい場合に、上長へシフト変更申請を行うことができる。

2-10 休暇管理
2-10-1 有給休暇を時間単位で取得できる。

2-10-２ 有給休暇の残日数管理ができ、各職員や上長が照会することができる。

2-10-３ 勤続年数や職種、出勤率等に応じた有給休暇の自動付与ができる。

2-10-４ 休暇種類に応じて、繰越日数を定めることができる。

2-10-５ 通年採用の場合、勤務開始月に応じた休暇付与を行うことができる。

2-10-６ 出向者の場合、休暇付与を出向先の規則に基づき行うことができる。

2-10-７ 勤続年数が10年に達した場合等に、勤続休暇を付与することができる。

2-10-８ 休職者や出向者に対して、復帰まで休暇付与を止めることができる。

2-10-９ 夏季休暇等の季節休暇を自動付与できる。

2-10-１０失効した代休の精算ができる。

2-10-１１振替休暇を全日・半日単位で取得できる。



2-10-１２消化される休暇時間数を、指定した時間単位で切り上げ・切り下げをすることができる。

2-10-１３年間の出勤率が確定していない場合でも、有給休暇を仮付与することができる。

2-10-１４職員毎に所定労働時間を考慮して時間単位で休暇残日数計算を行なう事ができる。

2-10-１５非正規職員に対して、労働時間により、有給休暇を付与することができる。

2-10-１６複数の期間で休日取得制限をかけることができる。

2-10-１７代替休暇を全て消化しなければ有給休暇を取れないといった形で、休暇の優先順位をつけることができ
る。

2-10-１８職員が画面上で、有給休暇等の休暇申請を行い、勤務予定に反映することができること。

2-10-１９職員が画面上で、結婚休暇等の就業規則にもとづく休暇申請ができること。

2-10-２０職員が画面上で、半日単位での休暇振替ができること。

2-10-２１休日出勤を行う場合、振替休日の申請ができること。

2-10-２２振替休日の申請に取得期限を設けることができること。

2-10-２３各種休暇申請の際、残日数がない場合、アラートを出すことができること。

2-10-２４慶弔の各種休暇など、休暇の種類に合わせたナビゲーション機能があること。

2-11 勤務・休暇状況照会
2-11-1 上長が、部下の勤務予定を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-2 上長が、部下の日々の勤務実績を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-3 上長が、部下の休暇残日数や休暇取得予定を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-4 上長が、部下の過去の月次勤怠集計結果を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-5 上長が、部下の1週間単位での勤怠集計結果を部署別に照会することができる。

2-11-6 勤怠担当者が、勤務予定を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-7 勤怠担当者が、日々勤務実績を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-8 勤怠担当者が、休暇残日数や休暇取得予定を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-9 勤怠担当者が、過去の月次勤怠集計結果を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-10 勤怠担当者が、一週間単位での勤怠集計結果を部署別・個人別に照会することができる。

2-11-11 過去の勤務実績に関して、期間の制限なく参照できる。

2-11-12 本人が、各種休日、休暇の取得状況をリアルタイムに照会できる。



2-11-13 上長が、部下の各種休日、休暇の取得状況をリアルタイムに照会できる。

2-11-14 勤怠担当者が、各種休日、休暇の取得状況をリアルタイムに照会できる。

2-11-15 本人が、各種休日、休暇の取得状況を、未承認の休暇を加味した残日数の照会ができる。

2-11-16 上長が部下の各種休日・休暇の取得状況を照会する際に、未承認の休暇を加味した残日数の照会がで
きる。

2-11-17 勤怠担当者や上長が、指定した職員の過去3ヶ月の時間外勤務時間と部署全体の過去3ヶ月の時間外
勤務時間の平均を、リアルタイムに参照できる。

2-11-18 勤怠担当者や上長が、時間外の規定の上限値を超える対象者を、随時参照することができる。

2-11-19 勤怠担当者や上長が、長期の欠勤者を参照できる。

2-11-20 勤怠担当者や上長が、産業医の面談が必要な対象者を抽出し、参照できる。

2-11-21 各種勤務、休暇情報を、帳票として出力できる。

2-11-22 権限に応じて、過去や未来の参照期間を制限することができる。

2-11-23 過去のデータを複数年保持・閲覧する事ができる。

2-11-24 任意の勤怠帳票を作成・出力することができる。

2-11-25 リアルタイムな勤怠情報を帳票に反映できる。

2-12 勤怠情報連携
2-12-1 正職員・パート等の身分に応じて、勤怠の締日を変えることができる。

2-12-2 月次の勤怠データを集計し、任意の様式に出力できる。

2-12-3 勤怠期間とは異なる期間（会計期間など）での勤務集計ができる。

2-12-4 退職者の情報を取り込むことで、自動で退職者を勤怠管理対象から外すことができる。

2-12-5 月次の勤怠締め処理後に、勤怠データの訂正ができる。

2-12-6 賞与計算用に、賞与算定期間内の勤怠データを集計できる。

2-12-7 有休等の各種休暇取得情報を、勤怠締めの状況に関わらず任意の様式に出力できる。

2-13 その他
2-13-1 操作状況を監視するためにログの参照ができること。

2-13-2 役職・業務内容等に応じて、利用できる機能、閲覧・入力範囲を指定することができること。

2-13-3 外部で作成したデータを取り込むことができること。



3-21 ハードウェア仕様要件　（必須要件）
3-21-1 提案者のシステム構成により必要なサーバは異なるため、本項には主要な最低限の要件のみ記載する。

記載がない機器に関しては、提案者の推奨するスペックで導入すること。
なお、記載がない機器に関しても、3-21-3、4を適応する。

3-21-2 システムのハードウェア構成に至っては、導入から６年間、運用・管理することにあたり十分なスペックを要す
るもので構築すること。低スペック機器を提案・提供したことによる不備(動作遅延含む)は一切認めない。(そ
の場合、交換を要するものとする)

3-21-3 ハードウェア要件の基本スペックやストレージ容量は、提案者の推奨条件でよいが、6年の利用を想定した十
分なスペック及びストレージ容量とすること。6年経過する前に、病院環境が変わらない条件で機能・容量不
足が生じた場合は、受注者の負担で対応（交換・増設等）すること。

3-21-4 データの保存は、基本的にRAID構成に加えバックアップサーバや外部ストレージなどを利用するものとする。
ただし、本系のサーバが故障した際、迅速(目安1日以内)に復旧できる方式であれば、提案者による他の方
法も認める。

3-21-5 サーバは、すべてタワー型であること。
当院が指定する箇所へ搬入・設置を行うこと。

3-21-6 スケジュールによるサーバーの自動運転（起動・停止・バックアップ処理）ができること。

3-21-7 電源ユニットは、冗長型（2電源・2ファン）であること。

3-21-8 ＯＳは、Windows Server 2012 R2相当以上の性能を有していること。

3-21-9 データベースソフトは、マイクロソフト社製SQL Server 2014相当以上の性能を有していること。

3-21-10 電子カルテ系ネットワークとの接続設定に関しては、富士通株式会社へ作業を依頼すること。
（作業費は、本導入費用に含む）

3-21-11 病院外からのリモートメンテナンスを想定する場合は、富士通株式会社へ連絡し、外部リモート用の認証シス
テムを利用すること。適応が困難な場合は、暫定的に2年間は独自リモート形式を認める。ただし、暫定期間
終了後は、必ず適応できるように対応すること。

3-21-12 当院所有のウイルス対策ソフトが使用できること。なお、現在はトレンドマイクロ社製ウイルスバスターコーポ
レートエディションを使用しているが、今後は変更もありうるため、他の企業向けウイルス対策ソフトにも対応が
可能であること。（クライアント端末には全台ウイルス対策ソフトが導入されている）

3-21-13 サーバは、2Fサーバ室のタワー型専用エリアに設置すること。発電機用コンセントは当院側で用意済み。
ＨＩＳ系ラインの未使用線があれば流用可だが、設定変更費は応札者負担とする。

無停電電源装置
3-21-6-1 停電対策として、各サーバに無停電電源装置を接続する構成としていること。

3-21-6-2 各サーバに対して15分以上の停電・低電圧・過電圧に対応できること。

3-21-6-3 給電が停止した場合、指定した給電停止時間から各サーバを安全にシャットダウンさせる機能を有しているこ
と。

3-21-7-1 クライアント端末は、当院に導入されている電子カルテ端末を使用するものとする。
電子カルテ端末のスペックは以下のとおり。

3-21-7-2 ＣＰＵは、Intel製64ビットCorei5　プロセッサ　3.30GHz。

3-21-7-3 ＯＳは、Windows8.1Pro。

3-21-7-4 メモリは、8GB。

3-21-7-5 ハードディスクの物理容量は、SSD128GB。空き容量は、各端末で異なる。

3-21-7-6 光学ドライブの搭載はなし。

クライアント端末１（HIS内：電子カルテ端末、主に医療系職員）



3-21-7-7 USBポートは使用できないように対策済み。使用には、情報システム管理部門の別途許可が必要。（ソフト、
ハード面から）

3-21-7-8 モニタは、解像度1920×1080（FullHD）、２４インチサイズ。

3-21-7-1 クライアント端末は、当院に導入されているグループウェア系端末を使用するものとする。
グループウェア系端末のスペックは以下のとおり。

3-21-7-2 ＣＰＵは、Intel製32ビットCore2duoE7500

3-21-7-3 ＯＳは、Windows７　Pro

3-21-7-4 メモリは、4GB。

3-21-7-5 ハードディスクの物理容量は、HDD150GB。空き容量は、各端末で異なる。

3-21-7-6 光学ドライブの搭載はなし。

3-21-7-7 USBポートは使用できないように対策済み。使用には、情報システム管理部門の別途許可が必要。（ソフト、
ハード面から）

3-21-7-8 モニタは、解像度1920×1080（FullHD）、２４インチサイズ。

3-21-7-1 プリンタは、既存の電子カルテ用プリンタを使用し、印刷できること。

3-21-7-2 打刻の認証方式は、①生体認証(非接触型手のひら静脈)、②ＩＤ入力（タッチパネル入力、PCキーボード、
PCシングルサインオン）の２パターンの組み合わせを優先候補とする。認証方式に対応した機器を必要数調
達すること。

3-21-7-3 打刻機の調達台数は、7セットを想定・調達すること。（本費用に含む）
＊①＋②の両方を満たすもの。
*1セットは、登録用（予備）として利用する。

3-21-7-4 [システム概念図]における職員データ登録用のＰＣ端末を１セット調達すること。

＊運用上必要なハード、ソフトを含む。（オフィスソフト等）
＊単独で専用端末＋生体情報登録ユニットを想定。（打刻機とは別）
＊ＷＥＢシステムが望ましい。「電子カルテクライアント端末」または「グループウェア専用端末」からも操作で
きること。

＊ハードウェア要件の基本スペックやストレージ容量は、提案者の推奨条件でよいが、6年の利用を想定した
十分なスペック及びストレージ容量とすること。6年経過する前に、病院環境が変わらない条件で機能・容量
不足が生じた場合は、受注者の負担で対応（交換・増設等）すること。

＊USBポートは使用できないように設定すること(ソフト的、物理的に)

＊光学ドライブは不要。
3-21-7-5 職員データ登録用端末は、３Ｆ事務局人事班執務室を候補とする。

＊指定箇所に、HIS系ＬＡＮを1本施工すること。（導入費用に含む）
＊設置場所周辺に流用可能なＬＡＮがある場合は、施工不要とする。

その他機器

クライアント端末２（HIS内：グループウェア系端末、主に事務系職員）



4.　別紙（システム概念図）

県庁ネットワーク

HISネットワーク

本件の導入範囲

機能例

・シフト入力

・シフト承認

・勤務予定表

シフト管理

機能例

・出勤簿

・時間外業務申請、承認

・勤務時間実績表

出退勤管理
機能例

・職員登録

・各種休暇申請、承認

・電子申請

・その他

周辺機能

■サーバ：2F指定サーバ室
■打刻機：出入口等の指定箇所

機能例

・PC打刻
・生体認証打刻

打刻システム

・自治体のシステム

給与管理システム

・シフト管理（看護師）

・様式９

看護部門システム

・自治体のシステム

職員登録システム

ＯＦＦライン連携 （ファイルでのやりとり）
＊HISと県庁NWとの接続は禁ずる。

職員情報

ID、Pass、氏名、カナ
使用開始日、終了日、職

種

打刻機

ＯＮライン連携

■HIS上の、指定のファイルサーバ内の、
指定のフォルダへ、ファイル出力する。

■入出力タイミングは、定期自動＋手動

3F_人事担当

■生体データ登録端末

■生体認証データ登録

■職員データ登録(HIS情報以外)

電子カルテ職員マスタから自動連携

専用端末から生体情報の登録

OFFラインファイルからの取込、手動入力

職員データ登録専用端末



５.　調達機器概要

■方式２

・クライアント端末上へ、ア

イコンを設置。

・ID、passを入力して起動
する。

■動作端末

■生体認証ユニット

■ＩＤ入力ユニット

打刻機の定義

■方式１

・院内グループウェア上へ

アイコンを作成する。

・グループウェアからシン

グル・サインオンで動作。

クライアント端末上でのシステム起動イメージ

両方の方式を満たすこと。

■ プリンタ

・電子カルテ系プリンタを

使用可。

■ファイルサーバ

・HISの中に設置済み。

周辺機能

■タワー型

■ＵＰＳ １５分

・2Fサーバ室(タワー型エリア)へ設置。

サーバ

■デスクトップ型

■ソフトウェア含む(オフィス)
■生体登録認証ユニット付き

■光学ドライブ不要。

＊USBポートは使用できないように設定
すること。

・3F事務局人事班へ設置予定。

職員データ登録専用端末

■方式２

・電子カルテを使用しない

職員向けの、HIS系端末。
・グループウェア等の共有

ソフトが使用可。

■方式１

・電子カルテソフト、他医

療系ソフトがインストール

された端末。

・グループウェア等も含む。

HIS系クライアント端末上の種別について

２種類存在

3F_人事担当

■生体データ登録端末

■生体認証データ登録

■職員データ登録(HIS情報以外)

電子カルテ職員マスタから自動連携

職員ＩＤ：2011年以前 独自番号

2011年以降 職員ＩＤ

専用端末から生体情報の登録

唯一のユニークデータ

OFFラインファイルからの取込、手動入力

電子カルテマスタにはない情報

＊複数ＩＤがネック

A氏の職員ＩＤ：３～５つ保有する場合あり

職員データ登録システム/DB

■職員データシステム

生体情報をユニークデータとして、

電子カルテ職員マスタと外部人事

データを結合するイメージ。


