
2022/3/30 

質疑応答表  

 

NO. 資料名称  該当項目  質問内容  回答  

1 仕様書 _3.0ネ

ットワーク要件  

3.1.1-13 「次のエリアは本調達の対象範囲外とし、別途

契約するものとする。 

 EV内、非常階段内、PS・EPS・機械室、金属

を持ち込めないエリア」  

とありますが、最終的にはこのエリアも利用エリ

アとする必要があるということでしょうか？  

原則、記載しているエリア内での利用想定は不要です。 

ただし、現在利用可能としている一部のエリアは除きます。  

また、災害対策等により部分的に利用可能とするような場合

は、別途契約にて対応して頂く予定です。 

2 仕様書 _3.0ネ

ットワーク要件  

3.2.1-4 現状、収集していない放射線などのセグメント

も対象に含めるでしょうか？  

部分的に対象とします。（以下の特殊エリア）  

・放射線、薬剤、臨床検査、手術室エリアなど 

・各セグメントにおいて、当院管理部署が払い出しているアドレ

スを対象（関連情報の自動収集の必要はないが、手動で必要

情報を登録できること）  

・各セグメントにおいて、各機器保有にルータ以下で再分配さ

れているアドレス管理は不要。 

 

注）現在収集していないセグメントは、第2期システム更新とは

別に整備したNW環境が多いので、機器類の更新に関しては既

存流用含め効率的かつコスト低減となるような提案を考慮し

てください。 

 

 

3 仕様書 _3.0ネ

ットワーク要件  

3.3-2 構成情報とは何を指しますか？  SW等の機器名称、IP/MACアドレス、ホスト名、詳細設定、死

活状況等の管理上必要な情報を意味します。  
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4 仕様書 _3.0ネ

ットワーク要件  

3.3-6 「ツール自身」とありますが、「ツール」と何を指

しますか？  

ネットワーク監視のためのツール（ソフトウェア）を意味します。  

5 仕様書 _3.0ネ

ットワーク要件  

3.3-13 パネル表示とは何を指しますか？装置の図を

表示してポート状態を表示させるものでしょう

か？  

ご認識の通りです。装置毎のポートが並んだ図が表示され、各

ポートのアップダウン状態が表示される想定です。  

6 仕様書 _21.1

携帯端末シス

テム（スマート

フォン等）Lv 

21.1.2.1-1

4 

「従来様式のIP携帯電話機」とありますが、ガ

ラケーのようなものを指してますでしょうか？  

例として、「Grandstream WP820 WiFiコードレスIP電

話機  AndroidOS」等のボタン式タイプを指します。スマート

フォンとの調達価格差が大差なく、院内スマートフォンの将来

調達が確保できる場合は、必須ではありません。  

 

7 仕様書 _21.1

携帯端末シス

テム（スマート

フォン等）Lv 

21.1.2.1-1

4 

「従来様式のIP携帯電話機」の利用用途をお

教えください。（スマートフォン内線やPHSとの

住み分け）  

一般的に、IP携帯電話機のほうがスマートフォンより安価であ

ることから、三点認証等アプリが不要な職員向けに配布して利

用することを想定しています。 

院内スマートフォン調達価格や初期整備/運用トータルコストが

抑えられる場合は、院内スマートフォンによる統一利用で可と

します。 

PHSは、ナースコールからの呼び出し/院内電話として継続利

用します。 

 

8 仕様書 _21.1

携帯端末シス

テム（スマート

フォン等）Lv 

21.1.2.3-

3 

「メール機能」とは現在利用されている院内メ

ッセージアプリとは別の「電子メール」でしょう

か？  

現在利用している院内スマートフォン同士で連絡可能なメッセ

ージアプリを意味します。（独自開発のため、別契約で改修）  
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9 参考資料4-1_

医療機器シス

テム接続構成

図 _放射線・内

視鏡 .pdf 

システム接

続について 

放射線レポート⇔PACS間のDICOM QR、D

ICOM Storageについてどのような仕様想

定で接続でしょうか 

現行運用を踏襲します。 

対象患者情報が、レポーティングシステム/読影ヴューアシステ

ムに登録され、必要に応じて検査画像/過去画像QRで比較表

示し、所見作成を行う運用に必要な機能仕様を想定していま

す。（レポーティングシステムと直接的な連携を意味するもので

はありません）  

10 仕様書 _4.1.3

電子カルテ（カ

ルテ・案内票・

パス・チーム）  

4.1.3.9.2-

1 

他社システムのビューワから当社PACSビュー

ワをURL連携で起動する事で可能であれば対

応可能  

質問ではないので回答いたしません。 

11 仕様書 _4.1.3

電子カルテ（カ

ルテ・案内票・

パス・チーム）  

4.1.3.9.2-

11 

 

WEB画像の参照仕様の詳細確認が必要です。  

院内の他部門システムのWEB画像等想定した

場合に限り当社PACSビューワからURL連携

起動をする事で対応可能としています。 

質問ではないので回答いたしません。 

12 仕様書 _4.1.3

電子カルテ（カ

ルテ・案内票・

パス・チーム）  

4.1.3.9.2-

16 

仕様詳細の確認が必要です。 

複数サーバの種別及び総合検索内容について 

質問ではないので回答いたしません。 

13 仕様書 _4.1.4.

11オーダ（画

像診断）  

4.1.4.11.1

-48 

一次格納の詳細の確認が必要  質問ではないので回答いたしません。 

14 仕様書 _4.1.4.

11オーダ（画

像診断）  

4.1.4.11.1

-49 

一次格納の詳細の確認が必要  質問ではないので回答いたしません。 

15 

 

仕様書 _4.1.4.

11オーダ（画

4.1.4.11.1

-50 

一次格納の詳細の確認が必要  質問ではないので回答いたしません。 
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像診断）  

16 仕様書 _4.1.4.

11オーダ（画

像診断）  

4.1.4.11.1

-51 

一次格納の詳細の確認が必要  質問ではないので回答いたしません。 

17 参考資料6_O

A機器台数一

覧 .pdf 

部門システ

ム専用端末

放射線技術

部  

台数6台と明記していますが、詳細をご提示お

願いします。 

・外部データ取込/出力用端末：4台  

 ＊ただし、1F防災センターと2F電算室への設置端末は、OS

等の変更により流用を認める。 

 

・放射線科読影用端末：2台  

 ＊既存分の更新  

 

18 仕様書 _11.1

臨床検査部門

（臨床[検体]

検査システム）

Lv.xlsx 

11.1.2-8 クライアント数は29台とのことですが、以前に

現場ヒアリングした際には、現行の検体検査シ

ステム分で27台、これに血液部門で5台追加

の合計32台必要とのことでした。 

29台でよろしいのでしょうか。 

32台とします。 

19 仕様書 _11.2

臨床検査部門

（血液検査シス

テム）Lv.xlsx 

11.2.3.6 リモートアクセスからの患者情報保護機能とい

うのはどういった意味でしょうか。 

リモートアクセスで当該システムに接続した際、患者データへの

アクセス等を自動的に記録し監視/管理する機能を意味しま

す。 

20 仕様書 _11.3

臨床検査部門

（骨髄画像シス

テム）Lv 

11.3.3.1-

7 

血液分析装置画像と数値データも管理できる

ことですが、骨髄画像システムではデータがあ

りませんので、血液システムではないでしょう

か？  

当仕様項目への回答は不要とします。（項目削除）  
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21 仕様書 _10.1

放射線部門（R

IS）  

10.1.1.19 第4期更新時に他社システムに更新となった場

合に保守費用内で 

データ移行を実施するという認識でしょうか。 

第4期更新時に他社システムに更新となった場合に保守費用

内でデータ移行（出力）を実施するという意味です。  

データ形式や出力可能な範囲はその時に協議するものとしま

す。（他社システム用に変換プログラムを作成することまでは想

定しない）  

22 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.1.19 第4期更新時に他社システムに更新となった場

合に保守費用内で 

データ移行を実施するという認識でしょうか。 

第4期更新時に他社システムに更新となった場合に保守費用

内でデータ移行（出力）を実施するという意味です。  

データ形式や出力可能な範囲はその時に協議するものとしま

す。（他社システム用に変換プログラムを作成することまでは想

定しない）  

23 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.1.19 第4期更新時に他社システムに更新となった場

合に保守費用内で 

データ移行を実施するという認識でしょうか。 

第4期更新時に他社システムに更新となった場合に保守費用

内でデータ移行（出力）を実施するという意味です。  

データ形式や出力可能な範囲はその時に協議するものとしま

す。（他社システム用に変換プログラムを作成することまでは想

定しない）  

24 参考資料4-1_

医療機器シス

テム接続構成

図 _放射線・内

視鏡 .pdf 

医療機器・シ

ステム接続

想定構成図

（放射線・内

視鏡）  

放射線レポートティングシステムとPACS等医

用画像管理システムとの連携（DICOM Q/

R、DICOM Storage）は具体的にどのよう

な 

連携を想定でしょうか。 

現行運用を踏襲します。 

対象患者情報が、レポーティングシステム/読影ヴューアシステ

ムに登録され、必要に応じて検査画像/過去画像QRで比較表

示し、所見作成を行う運用に必要な機能仕様を想定していま

す。（レポーティングシステムと直接的な連携を意味するもので

はありません）  
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25 仕様書 _1.0非

機能要件（基

本要件）  

1.1.1.3.2 「電子カルテ更新に伴い運用変更がある場合

は、設定変更等対応すること。」  

とありますが運用変更の具体的な内容をご教

示いただけますでしょうか。 

例として、以下を想定しています。 

・電子カルテベンダーが変更となった場合に、HISシステム上の

設計から多々現場の運用変更が伴うケース。 

・診療報酬改定により、利用者やデータの取扱いが変更となる

ケース。 

・診療科や組織変更、業務手順の変更に伴うケース、など。 

26 仕様書 _10.1

放射線部門（R

IS）  

10.1.1.15 出力するデータ内容、連携先、連携方法につい

ての具体的な内容をご教示いただけますでしょ

うか。 

仕様書に記載しているとおりです。 

データ内容：部門システムで生成されるレポート/ドキュメントで

PDF・HTML出力可能なものや、画像等のデータのうち、当院

の指示する対象。（想定：レポート類、部門システムで保有する

画像データ）  

連携先：HISシステム、文書管理システム 

連携方法：HISシステムで格納可能な形式で、部門システムか

らHISシステムへ送信する。 

 

 

27 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.1.15 出力するデータ内容、連携先、連携方法につい

ての具体的な内容をご教示いただけますでしょ

うか。 

仕様書に記載しているとおりです。 

データ内容：部門システムで生成されるレポート/ドキュメントで

PDF・HTML出力可能なものや、画像等のデータのうち、当院

の指示する対象。（想定：レポート類、部門システムで保有する

画像データ）  

連携先：HISシステム、文書管理システム 

連携方法：HISシステムで格納可能な形式で、部門システムか

らHISシステムへ送信する。 
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28 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.1.15 出力するデータ内容、連携先、連携方法につい

ての具体的な内容をご教示いただけますでしょ

うか。 

仕様書に記載しているとおりです。 

データ内容：部門システムで生成されるレポート/ドキュメントで

PDF・HTML出力可能なものや画像等のデータのうち、当院の

指示する対象。（想定：レポート類、部門システムで保有する画

像データ。全部ではない）  

連携先：HISシステム、文書管理システム 

連携方法：HISシステムで格納可能な形式で、部門システムか

らHISシステムへ送信する。 

 

 

29 仕様書 _10.1

放射線部門（R

IS）  

10.1.1.18 「日時処理」とは具体的にどのような処理を想

定されていますでしょうか。 

マスタ更新、バックアップ、統計などの処理を想定しています。  

30 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.1.18 「日時処理」とは具体的にどのような処理を想

定されていますでしょうか。 

マスタ更新、バックアップ、統計などの処理を想定しています。  

31 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.1.18 「日時処理」とは具体的にどのような処理を想

定されていますでしょうか。 

マスタ更新、バックアップ、統計などの処理を想定しています。  
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32 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.3.4.

2.7 

詳細な仕様内容のご教示をお願い致します。 

 

・照射装置の位置情報およびテーブル情報を

登録できること。 

詳細内容は以下のとおりです。 

今現在患者を治療したときの照射装置の位置情報（角度等）

などの情報がRISに返ってこない、 

または返ってきていても表示されていないので表示して欲しい  

33 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.3.4.

5.6 

詳細な仕様内容のご教示をお願い致します。 

 

・照射装置の位置情報およびテーブル情報を

登録できること。 

 

詳細内容は以下のとおりです。 

今現在患者を治療したときの照射ベットの位置情報（高さ、奥

行き、横位置）などの情報がRISに返ってこない、 

または返ってきていても表示されていないので表示して欲し

い。 

34 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.3.6.

2.5 

「表示期間選択か単一日付選択かの表示」は 

検索条件「検査日」をFromTo形式ではなく単

一日形式にしたいということでしょうか。 

 

・治療ワークリストでのリスト表示はグループの

中のタブ毎に以下の設定ができること。 

リストのソート条件の順序での表示、 

予約時間枠での表示  

表示期間選択か単一日付選択かの表示  

タブ毎に必要な患者項目  

 

詳細内容は以下のとおりです。 

ワークリストについては色分けでグループ分けされている。 

青いタブを照射装置と計画CT用と用途別に作成している。 

照射用タブには単一日形式にしたい。計画CTタブでは日また

ぎのFromto形式にしたい。 

35 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.3.6.

2.5 

「タブ毎に必要な患者項目」の詳細な内容のご

教示をお願いします。 

 

治療ワークリストでのリスト表示はグループの

詳細内容は以下のとおりです。 

ワークリストについては色分けでグループ分けされている。 

青いタブを照射装置と計画CT用と用途別に作成している。 

照射用には治療依頼医と依頼科があるが、計画CT用のタブに
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中のタブ毎に以下の設定ができること。 

リストのソート条件の順序での表示、 

予約時間枠での表示  

表示期間選択か単一日付選択かの表示  

タブ毎に必要な患者項目  

 

は表示がないなどある。 

まずは治療依頼医と依頼科が計画CT用のタブに表示されて

欲しい。  

36 仕様書 _10.2

放射線部門

（治療RIS）  

10.2.3.1

0.9 

「患者情報管理」画面はない認識です。 

どの画面のどの項目になりますでしょうか？  

 

・患者情報管理で入力したコメントも抽出して

データ分析できること。 

 

詳細内容は以下のとおりです。 

患者情報管理（誤）→治療情報→治療情報入力の中の治療計

画情報タブのプランコメント 

→治療情報→治療情報入力の中の問診項目（看護師管理）の

中の電話番号①から③ 

この２項目についてデータピックアップで集計をとりたい。  

37 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.2.1 現在、電子カルテと連携している「レポート開

封通知連携」のことでしょうか。 

 

放射線レポート作成システムに関しては、当院

で稼働中の「検査レポート所見未読防止システ

ム」と連携して、現行機能を維持できるよう構

築すること。 

＊詳細は、構築時にHISベンダーおよび当院と

協議のうえ定めるものとする。 

 

2018～2019年に開発実装した「検査レポート所見未読防止

システム」を意味します。 

その際、部門システムとの「レポート開封通知連携」が必要とな

りますが、それを意味しているのであればそのとおりです。  
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38 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

  項目番号の修正をします。 

 

3.6.1.3.6 → 10.3.3.5.5 

3.6.1.3.7 → 10.3.3.5.6 

3.6.1.4 → 10.3.3.5.7 

3.6.1.5 → 10.3.3.5.8 

3.6.1.6 → 10.3.3.６  

 

39 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.6.5.

2 

仕様内容の詳細が不明です。 

 

 

 

 

該当番号なし（修正）  

音声入力」の「2医学辞書」に関する質問と推測し回答します。

「医学辞書を有すること。」と解釈してください。  

40 仕様書 _10.3

放射線部門

（放射線レポー

ティングシステ

ム）  

10.3.6.5.

2 

仕様内容の詳細が不明です。 該当番号なし（修正）  

音声入力」の「2医学辞書」に関する質問と推測し回答します。

「医学辞書を有すること。」と解釈してください。  

41 仕様書 _2.0ハ

ードウェア要件  

2.3.1.1.3 3年分のリソースで構築を行い、 

4年目以降の追加構築を行うプランで費用を

算出することも可能と記載がございます。 

このプランの場合は、3年分の費用を初期調達

費として一括支払いの契約をすることとされ

ております。 

最初に7年分のリソースで構築を行う場合は、

初期調達費として一括支払いすることを選択

仕様条件に適しないので不可です。 

 

仮想基盤の構築費用の取扱いに関しては、以下のとおり。  

①7年分のリソース環境を初期費として一括調達（本調達費に

含む、毎年保守費は別とする）  

 

②7年分の基盤リソース構築費用のうち、おおよそ7等分した

うち3年分を初期調達費として本調達費内で支払い、利用状
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せず、 

保守費として費用をお支払いする方法とする

ことは可能でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

況を調査したうえで4年目以降のリソースは利用費として別契

約で支払いを行う。 

 

※仮想基盤はプライベートクラウドに区分されると考えられま

すが、費用の考え方の例として 

A:初期構築費、B:毎年維持管理保守費とした場合、 

A：物理構築費＋作業費＋初期補償費(分離しにくい一括諸経

費) 

B：最低限の維持管理保守経費  

A+Bを合算して7等分する、またはAだけを7等分してBは別

とするかは、ソリューション事業者の考え方で異なるので提案

に委ねるものとします。 

 

42 仕様書 _11.9

臨床検査部門

（脳波解析ファ

イリングシステ

ム）Lv 

11-9-2-5 

11-9-3-1-

3 

現場様とのお打合せではシステム接続はデジタ

ル脳波計2台のみとなっております。既存の誘

発電位・筋電図検査機器（MEB-2306 ME

B-9204：日本光電社製）の接続は機器のPC

本体のOSがシステム連携対応しておりません

ので接続ができません。機器接続をデジタル脳

波計2台に訂正可能でしょうか。 

 

・デジタル脳波計（EEG-1214 EEG-1218：

日本光電社製）、誘発電位・筋電図検査機器

（MEB-2306 MEB-9204：日本光電社

製）とLAN接続し、オンラインにて患者属性情

報や検査データを相互通信できる機能を有す

連携不可能であれは、デジタル脳波計2台へ訂正可能です。将

来的な機器更新時に対応できるよう想定してください。 
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ること。 

 

43 

 

仕様書 _11.9

臨床検査部門

（脳波解析ファ

イリングシステ

ム）Lv 

11-9-2-7 Oracle11gについては既にサポートが終了し

ておりますのでOracle19cに変更可能でしょ

うか。 

 

・DBMS(Data Base Management Sy

stem)はOracle11g相当であること。 

 

基本的にソフトウェア類は最新のものの利用を前提に記載して

いるので、変更可能です。 

44 仕様書 _11.9

臨床検査部門

（脳波解析ファ

イリングシステ

ム）Lv 

11-9-2-1

9 

現場様とのお打合せでは利用（参照）できる端

末は20台となっております。無制限から20台

に変更可能でしょうか。 

 

・利用できる端末数は制限がないこと。 

 

あとから追加可能な仕組みであることを条件に、可能としま

す。 

備考  「回答」欄は、記入しないこと。 


