
ハードウェア
行 要求要件 必須 回答 備　　　考

1

2

3
病院サーバ室に、19インチラック（33U以下） を１架設置し、部門システムを含むサーバ機
器全てを収納すること。サーバはラックマウント型とすること。

空調設備事情により
上部空間確保が必要

6 必要台数の無停電電源装置を調達すること。

7
サーバ機器・ネットワーク機器等の必要電源口数分のPDU(Power Distribution Unit）を設置
すること。

8

10
可能な限り部門システムも仮想化し集約すること。また将来の部門システム等の拡張を考慮
し十分な余裕(CPU・ﾒﾓﾘ・HDD容量）を持たせた構成とすること。

11

12

物理サーバは以下のスペック以上とする
Xeon E5-2670 v3 2.30GHz,HDD:300GB･SAS･RAID1,NIC:１Gb･RJ-45×10,電源冗長化,ﾒﾓﾘは各業
務仮想ｻｰﾊﾞ容量とHA構成による計算を行い必要量を実装すること。 また、HDDに関してﾎｯﾄﾌﾟ
ﾗｸﾞに対応すること。NICに関して共有ｽﾄﾚｰｼﾞ間,L3ｽｲｯﾁ間それぞれ冗長化すること。

13 物理AD(Active Directory)ｻｰﾊﾞを設置すること。また、障害に備え冗長化すること。

14
共有ｽﾄﾚｰｼﾞは2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞを24台以上搭載可能な外部共有ｽﾄﾚｰｼﾞとすること。容量は各業務仮
想ｻｰﾊﾞの容量から必要量を搭載すること。さらに拡張を想定して２TB程度の空き容量を確保
すること。NICに関して物理サーバ間はFC,SAN,iSCSI等の接続とし冗長化すること。

15
仕様書本編記載のデスクトップ仮想化により、各クライアントで業務アプリケーションの利
用が可能であること。（60ライセンス）

仮想PC及びｾｯｼｮﾝ数
として60台分必須

16

17

18

クライアントPCは基本的にシンクライアントとし、Windows端末使用する場合にはVDI及びRDP
による仮想ディスクトップ運用とし、クライアント本体にアプリケーション資源を搭載する
事無く稼働環境を構築すること。クライアント障害時には速やかに代替機に交換する事で業
務アプリケーションが稼働する環境とすること。

19
物理クライアントは46台とするが、VDI及びRDSライセンス数は職員分の60ライセンスとす
る。

20 ICカードによる認証機能を有すること。ICカードリーダはUSB接続とすること。

21
クライアントPCに関して万が一のLANの断線・NIC故障に備え無線LAN接続機能を有すること。
(ノートタイプ・ディスクトップタイプ全て）

22
Drが入力するディスクトップ端末はタッチパネル対応とし、ペンタッチ入力が出来ること。
（手書シェーマ対応）

23
PACS・電子カルテ設置個所にはPACS用高精細２台・電子カルテ用1台の計3台のモニタを接続
すること。

24
事務室の医事設置個所には医事１台・電子カルテ確認用１台の計２台のモニタを接続するこ
と。

25 機器故障時の即時対応として、全端末種類の代替機を1台以上用意すること。

26

27

28 Ａ４タイプのプリンタは以下の仕様とする。

29 連続プリント速度は28枚/分以上と機種とすること。

30 プリント解像度は1,200×600dpi 600×600dpiとすること

31
用紙厚は給紙トレイ：52～162g/m2（45～139kg）、増設トレイ：60～105g/m2（52～90kg）以
上とすること。

32 給紙量は給紙トレイ：250枚、手差しトレイ：50枚、増設トレイ：250枚以上とすること。

33 製品寿命は35万ページまたは5 年間いずれか早い方以上とすること。

34 高耐久Ａ４タイプのプリンタは以下の仕様とする。（請求書・処方箋発行等用）

35 連続プリント速度は36枚/分以上と機種とすること。

36 プリント解像度は2,400dpi相当×600dpi/1,200×600dpi/600×600dpiとすること

37
用紙厚は給紙トレイ：60～105g/㎡（52～90kg）、手差しトレイ：52～162g/㎡（45～140㎏）
以上とすること。

38 給紙量は給紙トレイ：500枚、手差しトレイ：100枚、増設トレイ：250枚以上とすること。

39 製品寿命は65万ページまたは5 年間いずれか早い方以上とすること。

40 Ａ３タイプのプリンタは以下の仕様とする。

基本

構築方法

機器仕様

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

クライアント

機器仕様

プリンタ

機器仕様

区　分

サーバ



ハードウェア
行 要求要件 必須 回答 備　　　考

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

41 連続プリント速度は28枚/分以上と機種とすること。

42 プリント解像度は1,200×600dpi 600×600dpiとすること

43
用紙厚は給紙トレイ使用時：60～216g/m 2 （52～185kg）増設トレイ使用時：60～105g/m 2
（52～90kg）以上とすること。

44 給紙量は給紙トレイ：250枚、手差しトレイ：100枚、増設トレイ：250枚以上とすること。

45 製品寿命は60万ページまたは5年のいずれか早い方以上とすること。

46

47

48 バイブ付抗菌タイプとすること。

49

読取バーコードは一般的なコード種類に対応していること。（UPC/EAN/JAN（アドオン含
む）,ISBN/ISSN,Code39,Codabar(NW7), Code 128, GS1-128,Code 93, Interleaved 2 of 5,
Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, GS1Databar Limited, GS1
Databar Expanded,等）

50 USBによる接続とすること。

51

52 PCにウイルス対策を施すこと。（VDI分含むクライアント分60ライセンス含む）

53

54

55
サーバ及びクライアントのハードウェア故障等に伴う業務アプリケーションの再設定につい
ては、稼動保証として別途費用発生しないこと。

56

57

58
ICカードを職員に配布し、ＩＣカードリーダによるカード認証で業務システムのログイン・ログアウトによる認証を行うこ
と。なお、認証対象の端末は、今回調達分のクライアントと継続利用する各端末において実装すること、その機器台数は6０
台とする。

59 ICカードリーダは既存クライアント端末にUSB接続で接続可能なタイプとすること。

60

ICカードリーダからICカードを取る（または引抜く）ことにより、業務システムからログア
ウトできること。もしくはセッションを切断しICカードを再挿入するまで他者による操作を
出来なくすること。
なお、業務システムとは電子カルテシステムや看護支援システム等の病院情報システムをい
い、ログイン・ログアウトとは、業務システムに対する権限認証（操作者認証）のことをい
う。

61
ICカードリーダを設置しないクライアント端末では、従来のユーザIDとパスワード入力によ
る権限認証が可能であること。

62
再ログオン時（システム再接続時）には、ログオフ時の画面状態からすぐに業務処理が再開
可能であり、入力途中の未確定データについても、引き続き処理が可能であること。

63

64

65
ICカードはＪＩＳⅡサイズのＩＣカードとし、病院から提供される初期分の数量を設定し納
品すること。なお、初期分の費用（８０枚）を本調達に含めること。

66
ICカードの初期調達分は100枚であるが、継続発注を含めて、最も安価な方法による発行方法
を提供すること。

詳細仕様

ICカード

機器仕様

ウイルス対策

共通

運用

ICカード認証

運用

タッチスキャナ



ネットワーク
行 要求要件 必須 回答

備
考

1

2

3
新ネットワーク配線は、電子カルテ系とＰＡＣＳ系は物理的もしくはタグＶＬＡＮ等で分離
されたネットワークとする。

4 ギガビットイーサネットをバックボーンとする。

5 Ｌ３基幹スイッチHUB、サーバスイッチHUB、フロアスイッチHUBで構成されること。

6
サーバ室に設置する、Ｌ３基幹スイッチHUBを中心としたスター型ネットワーク構成とするこ
と。

7 Ｌ３基幹スイッチHUBは、サーバ室に設置され、電子カルテ系とＰＡＣＳ系を収容すること。

8
サーバスイッチは、Ｌ３基幹スイッチHUBに接続し、サーバ室に設置され、各サーバを収容す
ること。

9
フロアスイッチはＬ３基幹スイッチHUBに接続し、各階または各階の一部に設置され、各端末
を収容すること。

10
Ｌ３基幹スイッチHUBとサーバスイッチHUB間は、UTPケーブルを用い、１Gbps以上の速度であ
ること。

11
Ｌ３基幹スイッチHUBと各フロアHUB間は、UTPケーブルを用い、１Gbps以上の速度であるこ
と。

12 各フロアHUBと端末間は、UTPケーブルを用い、１Gbps以上の速度であること。

13 ２階基幹ＨＵＢ収容用としてＨＵＢＢＯＸ（４Ｕ）を設けること。

14

15
新ネットワークは、スイッチHUB等ネットワーク装置、ケーブルの断線などの障害に際して迅
速に復旧出来る構成とすること。

16 Ｌ３基幹スイッチＨＵＢはは2台購入し、スタック接続又は予備機構成とすること。

17 フロアスイッチＨＵＢは2台購入し、予備機構成とすること。

18 フロアスイッチからコアスイッチに至る経路を二重化すること。

19 Ｌ３基幹スイッチHUBからフロア基幹スイッチHUBに至る経路を二重化すること。

20
瞬電等の入力電源のトラブルに備え、Ｌ３基幹スイッチHUB、及び重要と思われる装置につい
ては、無停電電源装置（UPS）から電源をとること。

21

22

23
ソフトウエアを変更する事なく、スタティックルーティング、ＩＰルートフィルター、ＲＩ
Ｐ、ＲＩＰｎｇ、ＳＭｖ５機能を有すること。

24
専用のスタックケーブル２台以上の機器を接続することにより、仮想的に１台の装置として
扱うことが出来る機能を有すること。

25 ギガビットインターフェースを24ポート以上実装可能であること。

26 ＳＦＰスロットを４ポート有すること。

27 VLAN毎に独立したIEEE802.1dスパニング・ツリー・ドメインを設定可能であること。

28
Rapid Spanning Tree Protocol（RSTP）、Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)をサ
ポートしていること。

29 ゲートウェイ冗長化プロトコルに対応していること。

30 IEEE802.1Q VLANトランク機能をサポートしていること。

31 複数のLANスイッチ間で、VLAN情報を一元管理するためのプロトコルを実装していること。

32
IEEE802.1xに準拠し、動的にポートの利用の可否を決定し、許可されていない端末の接続を
防止することが可能であること。

33 SNMPエージェント機能を有し、SNMPによる管理が可能であること。

34 トラフィック解析のためのポートのミラーリング機能を有すること。

35 また、リモートミラーリング機能もサポートした高い保守性能を持つこと。

36
管理用アクセスのためのコンソールポートを有していること。また、Telnetによるリモート
からの管理が可能であること。

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

L3基幹ｽｲｯﾁHUB

区　分

基本的要件

物理構成

冗長性

技術的要件



行 要求要件 必須 回答 備
1

2

3 Web対応のアプリケーションであり、クライアントPCにプログラムやマスタファイルなどを導
入設定する必要無く、Webブラウザで操作できること。 ●

4 将来の端末追加に際し、電子カルテのライセンスの追加が不要なこと。ただし、セキュリ
ティの観点からクライアント証明書の追加を行うこと。 ●

5
診療情報漏洩の危険性を少なくするため、端末にはデータが残らないシステムであること。 ●

6
SSLなどの通信の暗号化に対応すること。 ●

7
ユーザ毎に利用可能な機能範囲を設定できること。 ●

8
使いやすいメニュー構成であること。 ●

9
クリック数の少ない画面展開であること。 ●

10 ユーザによるメニューの選択・参照には夫々アクセス権を設定し、権限チェックを行うとと
もにアクセスログを保管すること。 ●

11
URLの指定によりアクセス権をチェックし、診療画面の直接起動ができること。 ●

12 複数ユーザが同一患者のカルテに同時にアクセスし、診療記録やオーダの参照・入力が可能
であること。 ●

13 パブリッククラウド（例えば、Microsoft Azure等）上に構築されたシステムから提供される
クラウドサービスであること。 ●

14
インターネット及びWebブラウザを利用しアクセスできるウェブサービスであること。 ●

15 災害に強い環境に構築されたシステム（国内複数の地域でのデータセンター運用など）であ
ること。 ●

16 医療機関等からサービスにアクセスする際、TLS1.2での接続及びクライアント証明書を使用
すること。 ●

17 特定の端末からのみシステムへアクセス可能となるよう、クライアント証明書等を用いて利
用端末を制限できること。 ●

18
機能強化要望や一般的な法改正には原則保守契約の範囲内で対応できること。 ●

19 常に最新バージョンを利用できる（継続的な機能改善によりユーザーのニーズを取り込み継
続的にアップデートされる）こと。 ●

20
継続的なアップデートの中で素早く障害に対応すること。 ●

21 サービス利用開始から終了までのカルテデータをクラウドサービス上にバックアップとして
保管すること。 ●

22 万が一、障害が発生しデータを損失した際、復旧できるバックアップをクラウドに保管する
こと。 ●

23 APIなどを利用し、遠隔診療サービスや問診システムなどのウェブサービスと連携できるこ
と。 ●

24 他システムからパラメータを付与し患者画面などのカルテ機能を呼び出して利用できるこ
と。 ●

25
在宅訪問など医療機関外での利用ができること。 ●

26 医師の働き方改革に対応し、セキュリティを考慮したうえでどこからでも電子カルテサービ
スを利用できること。 ●

27 本院以外に将来診療所等ができた場合、有線を敷設することなく、本院の電子カルテを参照
できること。 ●

28 電子カルテシステムの稼働状況をクラウド上でモニタリングでき、障害対応を迅速に行える
体制があること。 ●

29
導入予定業者は国公立病院や独立行政法人での導入実績があること。 ●

30

31 電子カルテサービスの利用にはセキュリティ対策を考慮したファイアウォールを用い接続が
できること。 ●

32
ファイアウォールは、運用サービス付属型の機器であること。 ●

33
ファイアウォールは、24時間365日死活監視を行い、迅速に障害を検知できること。 ●

34 ファイアウォールのハードウェア故障時にはオンサイトでのハードウェア保守を提供できる
こと。 ●

35
必要に応じリモートでファイアウォールのファームウェアアップデートを行えること。 ●

36
1ヶ月分の通信状況のレポートを作成・提示できること。 ●

37
リモート保守等で利用するためにVPN機能を提供できること。 ●

38

39
病院IDユーザIDとパスワードにより利用者の認証を行うこと。 ●

40
パスワードには有効期限が設定できること。 ●

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

全般

全般

ファイアウォール機器

業務選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
41

パスワードには変更期間が設定できること。 ●

42
パスワードは英数字の組み合せがチェックができること。 ●

43 パスワードは英数字、記号、大文字小文字混合組み合わせが行われているかチェックができ
ること。 ●

44
パスワードは過去に使用済みのものがチェックできること。 ●

45 パスワードは連続入力ミスのチェックができ、チェック回数以上間違えた場合はアカウント
を停止すること。 ●

46 ログオン時にパスワードの変更期間が過ぎていた場合は、パスワード入力画面とメッセージ
を表示しパスワードの変更ができること。 ●

47
パスワードは暗号化されて電子カルテ内に保存されること。 ●

48
ログオン時にパスワードの代わりに指静脈認証管理システムを利用できること。

49
利用者の認証後に診療、看護など職種に応じた業務メニューを選択できること。

50
ユーザプロファイルでログオン認証後の展開画面を設定できること。

51
ユーザが認証され、業務が選択された後は現在のユーザの氏名を画面上に表示すること。

52
業務選択画面表示内容を病院毎に容易に修正できること。

53
お知らせ表示機能を有すること。 ●

54
お知らせ表示の文章はマスタ設定画面で作成できること。 ●

55
代行者での利用者認証ができること。 ●

56 代行者での利用者認証および代行切り替え・解除は業務選択画面・患者選択画面・患者カル
テ画面の表示時にも行えること。 ●

57
代行を許可する職員の登録は個人・職種・診療科・所属部署単位で一括で設定できること。

58 代行入力者は代行者の権限、または代行者専用の権限の範囲でカルテの利用が可能であるこ
と。代行者専用権限は複数パターン作成できること。 ●

59
すでにログオンしているユーザがいる場合、電子カルテの二重起動ができないこと。

60 ログオン時に確認すべき事項がリマインダウインドウとして表示できること。
リマインダには、業務メモ・カルテ申し送り・検体結果・細菌結果・承認記事・長期パスが
対象であること。

●

61
リマインダに表示する対象項目を院内で選択できること。 ●

62 リマインダでは対象項目・入外区分・発生日・発生日からの期間を絞り込んで対象の事項を
表示できること。期間は最長99日まで選択できること。 ●

63 リマインダの対象事項一覧には発生日・病棟病室・対象項目の種別・備考が表示されるこ
と。 ●

64 リマインダの対象事項一覧のタイトルをクリックで記事・検査結果の詳細が表示されるこ
と。 ●

65
患者に紐づく対象事項は詳細からワンクリックでこの患者のカルテを表示できること。 ●

66 リマインダから表示された記事を既読にすることで、リマインダの対象事項一覧から表示が
消えること。 ●

67 リマインダ画面は未読事項が存在する場合は患者選択画面表示時に再度起動されること。ま
たユーザ単位で次回ログオン時まで起動しないよう設定ができること。 ●

68

69
医師が許可したユーザを入力代行者とし、医師に代わり電子カルテの入力ができること。 ●

70
代行入力者はログイン時に代行可能医師を選択できること。 ●

71 代行入力者はログイン後も、患者一覧・患者カルテヘッダ・業務選択から自身の氏名をク
リックすることで代行可能医師が選択できること。また同画面から代行医師の変更、代行の
解除を行えること。

●

72
代行入力時の診療科は代行医師の診療科、または入院科に自動変更されること。

73 代行入力されたオーダ・記録・病名・文書のカルテ記事や履歴には、代行医師名と共に代行
者名が表示されること。 ●

74
代行入力されたオーダ・病名に対して医師が承認を行えること。 ●

75
代行入力されたオーダ・履歴の中止に対して医師が承認を行えること。 ●

76 患者カルテから患者選択に戻る際に代行入力された未承認のオーダがある場合、承認用の画
面が表示され、個別、または全て承認できること。 ●

77
患者選択画面の承認一覧から承認が行えること。 ●

78
リマインダウインドウから承認が行えること。 ●

79
カルテ参照画面から承認が行えること。

代行入力



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
80 ユーザプロファイルおよびユーザマスタメンテで代行入力を許可するユーザを登録できるこ

と。 ●

81
代行許可ユーザを診療科・所属・職種の一覧より選択できること。

82 代行許可ユーザはユーザ単位・診療科単位・所属単位・職種単位で一括追加および一括削除
ができること。

83 代行者入力者は代行医師のアクセス権限全てを使用、もしくは代行アクセス権限で設定され
た範囲での権限を使用できること。

84 代行アクセス権限は複数種設定可能であり、医師ごとに権限セットおよびセットの使用可否
を設定できること。

85

86

87 患者選択画面にログオンしているユーザの属性として、顔写真・病院名・入外区分・診療
科・所属または職種を表示できること。

88
患者選択後に展開される画面を設定できること。

89
患者選択後の患者プロファイルの表示状態を設定できること。

90 患者選択後に通知ウインドウを表示できること。
通知には、感染症・アレルギー・妊娠週数超過・プロファイルコメントが表示できること。 ●

91
通知ウインドウに表示されるコメントタイプは通知解除ができること

92
ユーザプロファイルの編集画面を呼び出せること。

93
患者一覧の表示を全項目、主要項目、最小項目から選択できること。

94
患者選択後の受付状態の変更条件を選択できること。

95
外来患者の検索条件を保管できること。

96
入院患者の検索条件を保管できること。

97
入力対象の診療科を、診療科の一覧から選択できること。

98
入力対象の診療科を予約受付診療科・入院診療科で患者選択時に自動変更できること。

99
入力対象の指定として入院外来の選択ができること。

100 対象患者の最大表示数はマスタにより設定できること。また設定した数を超える場合はペー
ジ変更により全体表示できること。

101 主要項目表示、最小項目表示の時は最大30行までの表示となり、それ以降は右方向へ表示さ
れていくこと。

102
看護実施の実施、入院患者一覧の検索で使用するためのチームを選択できること。

103
紹介状の検索閲覧ができること。

104 カルテ入力等で使用する書式・テンプレート・定型単語・定型文を作成する機能を呼び出せ
ること。

105 ユーザプロファイルで患者の年齢表示を年齢・年齢（歳）・年齢（歳月）・年齢（歳月
日）・生後日数から選択できること。

106
患者名検索時に患者へのアクセス権限をチェックすること。

107
ユーザプロファイル編集画面呼び出し時・登録時にアクセス権限をチェックすること。

108
病床検索、病床マップの機能を呼び出せること。

109
病床検索、病床マップの機能を呼び出し時にアクセス権限をチェックすること。

110 一覧表示のヘッダに表示されるプロファイルコメントのタイトルは、マスタで指定されてい
るものが使用できること。

111 一覧表示のヘッダに表示されるコメントのタイトルは、マスタで指定されているものが使用
できること。

112 患者一覧に設定できるリンク機能は、リンク先URLをマスタ登録することにより以下の機能の
設定し、常に別ウインドウで起動できること。また診療メニューと看護メニューで表示でき
るリンクを各々設定できること。

113
・業務メモ

114
・院内ポータル（他部門システム連携）

115
・リマインダ

116

117
外来患者検索の検索条件にしたがい、外来患者一覧を作成できること。 ●

118
外来患者検索の検索条件の初期設定はユーザ毎に変更できること。 ●

患者選択

患者選択共通

外来患者選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
119 外来患者検索では患者ID・患者氏名・生年月日・住所で検索ができること。また患者氏名・

生年月日・住所の組み合わせでandおよびorで検索ができること。 ●

120
表示中の外来患者の一覧を印刷できること。

121
患者一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

122
外来患者一覧には、患者ID・氏名・かな氏名・性別・年齢が固定表示されること。

123

外来患者一覧には、受付時間、予約時間、診療科、担当者・受付状態・予約種別・予約枠
名・予約コメント・受付番号・最新最古の主病名・住所・電話番号・生年月日・業務メモ・
オーダリンク・当日のオーダ・診察前オーダ・患者コメント・患者プロファイルコメントが
表示設定可能なこと。これらを組み合わせて個人および院内共通の表示セットが複数作成で
きること。

124
外来患者一覧の受付状態の文字色をマスタにて設定できること。

125 外来患者一覧では当日オーダとオーダリンクに検体・画像・処置オーダアイコンを、診察前
オーダには検体・画像・処置オーダアイコンを表示できること。

126
外来患者一覧には生年月日・患者住所・電話番号・病名の表示を選択できること。

127
外来患者一覧にはアレルギーありのマーク・感染症ありのマークが表示されること。

128
アレルギー、感染症ありのマークから患者プロファイルの起動ができること。

129
外来患者一覧で予約医師の変更ができること。

130 外来患者一覧から基本票の表示・他科の受付内容の表示・検体オーダと検体結果の表示がで
きること。

131
外来患者一覧で一覧表示されている患者数を、受付状態別・予約種別に集計できること。

132 外来患者一覧は、全項目表示、主要項目表示、最小項目表示などに変更可能で、100人以上の
患者を一覧できること。

133 表示された外来患者一覧につき、最終依頼・期間別WS・日別WS・未読・承認・受領・時間帯
別WS・看護実施入力2・予定・患者プロファイル画面・ブックマーク・予定検索・検査一括
オーダ・処方一括オーダ・文書作成状況一覧を表示できること。

134 患者IDの読み取り、入力を行い、到着確認ができること。到着確認された患者は任意の受付
状態に変更されること。

135
受診歴が表示できること。

136
受付票が印刷できること。

137

138 上記検索条件に加え同画面で期間を指定して入院・退院患者の一覧を表示できること。また
入院・退院予定を対象に含めるか選択できること。 ●

139
入院患者検索の検索条件の初期設定はユーザ毎に変更できること。 ●

140
入院患者一覧には、患者ID・氏名・かな氏名・性別・年齢が固定表示されること。

141
入院患者一覧には、診療科・主治医・各担当者・最新最古の主病名・住所・電話番号・生年
月日・業務メモ・患者コメント・ベッドコメント・パス名称・入退院日と期間・退院予定
日・入院形態・救護区分・病棟・患者プロファイルコメントが表示設定可能なこと。これら
を組み合わせて個人および院内共通の表示セットが複数作成できること。

142 入院患者一覧には、任意の看護指示項目の指示コメントおよび指示日、指示期間が表示でき
ること。またこれを個人および院内共通の表示セットに組み込めること。

143 入院患者一覧にはアレルギーありのマーク・感染症ありのマーク・患者コメントが表示され
ること。

144
アレルギー、感染症ありのマークから患者プロファイルの起動ができること。

145 入院患者一覧では、任意のカルテ記事の更新日を表示し、クリックで記事内容を表示できる
こと。またこれを個人および院内共通の表示セットに組み込めること。

146 入院患者一覧は、全項目表示、主要項目表示、最小項目表示などに変更可能で、100人以上の
患者を一覧できること。

147 表示された入院患者一覧につき、最終依頼・期間別WS・簡単実施2・未読・承認・受領・日別
WS・時間帯別WS・予定・患者プロファイル画面・ブックマーク・状況一覧・予定検索、検査
一括オーダ・処方一括オーダ・文書作成状況一覧を表示できること。

148 上記画面で使用できる患者は、表示中の入院患者全てまたはチェックを入れた任意の患者が
対象であること。

149
表示中の入院患者の一覧を印刷できること。

150

151 制限区分は指示オーダで入力された現在有効な指示を対象とし、隔離・拘束・その他固定・
面会・電話・開放から複数選択できること。

152 上記検索条件に加え同画面で期間を指定して入院・退院患者の一覧を表示できること。また
入院・退院予定を対象に含めるか選択できること。

153
制限患者検索の検索条件の初期設定はユーザ毎に変更できること。

154
制限患者一覧には、患者ID・氏名・かな氏名・性別・年齢が固定表示されること。

入院患者選択

制限患者選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

155
制限患者一覧には、診療科・主治医・各担当者・最新最古の主病名・住所・電話番号・生年
月日・業務メモ・患者コメント・ベッドコメント・入退院日と期間・退院予定日・入院形
態・救護区分・病棟・患者プロファイルコメントが表示設定可能なこと。これらを組み合わ
せて個人および院内共通の表示セットが複数作成できること。

156 制限患者一覧には、任意の看護指示項目の指示コメントおよび指示日、指示期間が表示でき
ること。またこれを個人および院内共通の表示セットに組み込めること。

157 制限患者一覧にはアレルギーありのマーク・感染症ありのマーク・患者コメントが表示され
ること。

158
アレルギー、感染症ありのマークから患者プロファイルの起動ができること。

159 制限患者一覧では、任意のカルテ記事の更新日を表示し、クリックで記事内容を表示できる
こと。またこれを個人および院内共通の表示セットに組み込めること。

160 制限患者一覧は、全項目表示、主要項目表示、最小項目表示などに変更可能で、100人以上の
患者を一覧できること。

161
表示された制限患者一覧につき、最終依頼・看護ワークシート・看護実施入力・未読・承
認・受領・日別看護ワークシート・看護実施入力2・予定・患者プロファイル画面・ブック
マーク・期間別看護ワークシート・予定検索、検査一括オーダ・処方一括オーダ・文書作成
状況一覧を表示できること。

162 上記画面で使用できる患者は、表示中の制限患者全てまたはチェックを入れた任意の患者が
対象であること。

163

164 担当患者リストが作成可能であること。リストは個人別・全員用・職種別・指定ユーザ・
チーム別に設定でき、他のユーザと共有できること。 ●

165 担当別患者リストの表示順はベッド名・患者番号・患者名・性別・年齢・の順および任意に
設定された順で表示できること。 ●

166
担当別患者リストへの患者の登録は、患者カルテのプロファイルからも可能であること。 ●

167
担当別患者リストには患者または病室を登録できること。

168
選択された担当別患者リストの患者一覧を表示できること。 ●

169
担当別患者リストを登録・変更できること。 ●

170
リスト別患者コメントには表示中のリストでのみ有効なコメントが登録できること。

171
表示された担当別患者リストでは、最終依頼・看護ワークシート・看護実施入力・未読・承
認・受領・日別看護ワークシート・看護実施入力2・予定・患者プロファイル画面・ブック
マーク・期間別看護ワークシート・予定検索、検査一括オーダ・処方一括オーダ・文書作成
状況一覧を表示できること。

172
患者選択後、カルテを展開できること。

173
最近選択した患者を一覧表示できること。

174
作成した担当別患者リストをコピーできること。

175 地域連携施設のユーザは、担当別患者リストで院外紹介先に設定されている患者のみ表示で
きること。

176

177 各患者選択画面より表示された複数の患者に対し選択した機能メニューより参照・入力がで
きること。

178 機能メニューは、入院患者選択・外来患者選択・担当別患者リスト毎に使用可否を設定でき
ること。

179

180
ブックマーク検索の検索条件として、期間・区分を設定できること。

181
ブックマーク一覧にはベッド・漢字氏名・入力種別が表示されること。

182
ブックマーク一覧から該当する記録を表示できること。

183
患者選択後、カルテを展開できること。

184

185 診療予定一覧では、診療予定のタイトル・重要度・種別・オーダ種・実施状態・担当者・登
録者・病棟・予定期間を設定して検索できること。

186
検索条件にしたがい診療予定一覧を表示できること。

187 診療予定一覧には患者番号・患者名・予定タイトル・予定日・状態・実施日を表示できるこ
と。

188
診療予定一覧から該当する予定の実施入力ができること。

189
診療予定一覧から該当するオーダを入力できること。

190
診療予定一覧から患者名をクリックし患者診療画面を展開できること。

191

192 未読一覧では、入力期間・入外・文書重要度を設定して未読のカルテ記載を検索できるこ
と。 ●

ブックマーク検索

診療予定一覧

担当別患者リスト

患者選択機能メニュー

未読一覧



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
193

検索条件にしたがい未読一覧を文書種別毎に表示できること。 ●

194
未読一覧にはベッド名・患者名・未読数を表示できること。 ●

195
未読一覧から該当する未読記事を表示できること。 ●

196
未読記事の表示から個々に既読状態にできること。

197
未読記事の表示から一括して既読状態にできること。

198
未読記事の表示順は開始日または入力日で表示できること。

199
未読記事の表示後、カルテを展開できること。

200
未読一覧では、カルテ展開時にアクセス権限のチェックができること。

201

202 受領一覧では、入力期間・入外・受領・未受領・受領者・作成者を設定して未受領のカルテ
を検索できること。 ●

203
受領一覧では、オーダ含むすべてのカルテ記事・看護指示が検索対象となること。 ●

204
受領一覧にはベッド名・患者名・未受領数を表示できること。 ●

205
受領一覧では、緊急区分、事後区分毎に背景色を表示できること。

206
受領一覧から該当する未受領記事を表示できること。 ●

207
受領記事の表示から個々に受領済みにできること。

208
受領記事の表示から一括して受領済みにできること。

209
受領済みの記事は受領取消しができること。

210
受領記事の表示順は開始日または入力日で表示できること。

211
受領記事の表示後、カルテを展開できること。

212
受領一覧では検索条件のセット化、登録編集ができること。

213
ログイン者の職種によって受領対象となる項目を変更できること。

214
受領一覧では、カルテ展開時にアクセス権限のチェックができること。

215

216 承認一覧では、入力期間・入外・承認・未承認・承認者・作成者・代行者を設定して未承認
のカルテを検索できること。 ●

217
承認一覧では、オーダ含むすべてのカルテ記事・病名が検索対象となること。 ●

218
承認一覧にはベッド名・患者名・未承認数を表示できること。 ●

219
承認一覧から該当する未承認記事を表示できること。 ●

220
承認記事の表示から個々に承認済みにできること。

221
承認記事の表示から一括して承認済みにできること。

222 承認記事の表示から一括して承認済みにすると同時に次の患者の承認記事が自動展開できる
こと。

223
未承認記事の表示順は開始日または入力日で表示できること。

224
承認記事の表示後、カルテを展開できること。

225
承認一覧では検索条件のセット化、登録編集ができること。

226
ログイン者の職種によって承認対象となる項目を変更できること。

227 承認記事の否認ができること。否認した記事は入力者の履歴リストに表示されると同時に、
入力者のログイン時リマインド、対象患者のカルテ終了時に通知できること。

228
承認一覧では、カルテ展開時にアクセス権限のチェックができること。

229

230
担当別患者リストまたは入院患者一覧で表示している患者リストが表示されること。 ●

231
検索日と入力者の初期設定はユーザ毎に設定できること。 ●

232 オーダ入力者毎の検索ができること。入力者は全員、または個人のどちらかを選択できるこ
と。 ●

受領一覧

承認一覧

最終依頼



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

233 オーダ入力者毎の検索では起点日からの前後日数の指定、診療科による絞り込みができるこ
と。また、最新の履歴1つのみの表示か条件に当てはまる全履歴を表示するか選択ができるこ
と。

234 病院プロファイルの設定により、最終依頼日の背景色が変わること。また背景色の凡例が表
示できること。

235 指定したオーダの最終依頼日、または処方切れ日が表示されれること。また処方は処方箋単
位、注射は注射箋単位、画像・生理検査は大分類単位で細分化表示可能なこと。 ●

236 最終依頼日の選択後、最終依頼のオーダが展開できること。また、そのオーダが依頼できる
こと。

237
最終依頼から展開した処方オーダは、元の処方箋種別を引き継ぐことが可能なこと。

238 ベッドまたは患者名選択後、カルテが展開できること。また、展開後の患者カルテから患者
一覧に戻ってきた時は、元の画面を表示すること。

239
オーダ完了時点で、最終依頼のリストを更新表示すること。

240

241 選択されている患者リストまたは外来・入院患者一覧で表示している患者の一覧表示、カレ
ンダー表示の機能があること。

242 一覧表示画面では、関連するオーダ・文書のカルテ参照表示・担当者の状況とコメントが入
力できること。

243 一覧表示画面では、登録されている予定を種別・オーダ種・タイトル・分類・実施状態・担
当者・担当状態・予定日・日数を元に検索できること。

244 一覧表示画面では、現在表示されている検索状態を個人用または全員用のセットとして登録
できること。

245 カレンダー表示画面では、指定する1～6ヶ月迄のカレンダーを表示し、日付毎に入力された
患者氏名・予定タイトル・実施状況を表示すること。

246 カレンダー表示画面では、患者名・関連オーダ・関連アイコン・文書アイコン・実施状態を
表示できること。

247

248 選択されている患者リストまたは外来・入院患者一覧で表示している一覧患者の文書作成状
況一覧が表示できること。 ●

249 対象としする文書は文書棚・カルテ入力の任意の文書から選択できること。また、セットに
より複数の文書をまとめて表示できること。 ●

250 文書は最新の文書のみ・該当する更新日全てのいずれかを選択して検索ができること。また
該当する更新日全てを選択した場合は指定日からの日数または期間のいずれかの選択ができ
ること。

●

251
検索条件はユーザ毎に保存できること。 ●

252 セットは自分用、職種用、全員用を区別して作成でき、自分用以外は権限者だけが登録可能
なこと。 ●

253 一覧には病室・患者ID・患者氏名・入院日・退院日・文書名・状態・次回入力予定・更新
日・更新者が表示できること。 ●

254
患者名をクリックでカルテを展開できること。 ●

255
カルテ展開時にアクセス権限のチェックができること。 ●

256
文書名をクリックで対応するカルテ記事を表示できること。 ●

257 文書が文書棚で記載された場合は、[編集]ボタンをクリックで対象の文書ファイルを表示・
印刷ができること。更に文書ロックがされていない場合は上書き登録もできること。 ●

258 文書がカルテで記載された場合は、対象記事の追記が可能なこと。また追記の可否のアクセ
スチェックを行うこと。 ●

259

260 選択されている患者リストまたは外来入院患者一覧で表示している一覧患者のオーダ実施状
況一覧が表示できること。 ●

261 オーダ実施状況は実施日を指定できること。また自身の依頼したオーダのみに絞り込みでき
ること。 ●

262
患者名をクリックでカルテを展開できること。 ●

263
カルテ展開時にアクセス権限のチェックができること。 ●

264
オーダ内容をクリックで対応するカルテ記事を表示できること。 ●

265
オーダ内容の下に実施時間とコメントが表示されること。 ●

266

267 選択されている患者リストまたは外来入院患者一覧で表示している一覧患者複数に対し、指
定した日時でセットまたは過去履歴を一括で依頼できること。 ●

268 対象の検査は検体・細菌・画像（生理）検査オーダとすること。また複数のオーダ種をまと
めて依頼できること。 ●

269 選択されている患者リストまたは外来入院患者一覧で表示している一覧患者から任意の患者
を一括依頼対象から除外できること。

270 検査一括オーダ画面では表示している一覧患者の検体・細菌・画像（生理）検査オーダ履歴
がワンクリックで表示できること。

271 検査一括オーダ画面では表示している一覧患者の検体・細菌・画像（生理）検査オーダの各
依頼画面がワンクリックで展開できること。

予定検索

文書作成状況一覧

オーダ実施状況一覧

検査一括オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
272

患者氏名をクリックでカルテを展開できること。

273 選択した期間内に依頼されたオーダ履歴から依頼するオーダを患者ごとに選択できること。
またオーダ履歴の検索は緊急度、および画像検査オーダではモダリティの絞り込みが可能で
あること。

274 選択した検査セットを一覧の患者に一括展開できること。またセットは自分用・診療科用・
全員用のセットから選択できること。

275
一括依頼後に依頼伝票の印刷ができること。

276
一括依頼後に一覧に依頼正常終了の可否が表示されること。

277 一括依頼時に、警告や禁止のチェックができること。またチェックされた患者は一括依頼か
ら除外されその理由が正常終了の可否と共に一覧に表示されること。

278

279 選択されている患者リストまたは外来入院患者一覧で表示している一覧患者から処方終了日
で患者を絞り込み、一括でdoを行う機能機能を有すること。 ●

280 対象の処方箋種別は選択可能なこと。またマスタ設定により初期選択状態を設定可能なこ
と。

281 選択されている患者リストまたは外来入院患者一覧で表示している一覧患者から任意の患者
を一括依頼対象から除外できること。

282 処方一括オーダ画面では表示している一覧患者の処方オーダ履歴がワンクリックで表示でき
ること。

283 処方一括オーダ画面では表示している一覧患者の処方オーダの各依頼画面がワンクリックで
展開できること。

284
患者氏名をクリックでカルテを展開できること。

285
一括依頼する期間は前回内容を引き継ぐか任意で指定するか選択できること。

286
一括依頼後に処方箋の印刷ができること。

287
一括依頼後に一覧に依頼正常終了の可否が表示されること。

288 一括依頼時に、警告や禁止のチェックができること。またチェックされた患者は一括依頼か
ら除外されその理由が正常終了の可否と共に一覧に表示されること。

289

290 業務メモとして、患者や宛先・状態を指定してメモを登録できること。宛先は全職員、職
種、所属、所属病棟、診療科、個人を指定し、最大5件まで設定できること。 ●

291 ログイン時に自分宛の未読の業務メモがあれば、業務メモ画面またはリマインダを自動的に
起動できること。

●

292
登録されている業務メモの変更・削除ができること。 ●

293
登録されている業務メモの検索ができること。 ●

294
業務メモで使用できるフォルダを登録できること。

295
業務メモで使用できるフォルダを変更・削除できること。

296
登録されている業務メモに対して既読管理が行えること。

297 業務メモは共有のみ・患者ID・タイトル名・種別・状態の検索条件を有し、検索セットとし
て検索パターンを登録できること。

298
業務メモの検索セットを変更・削除できること。

299
業務メモには添付ファイルを登録することができること。

300
タイトルが空欄の時は本文の1行目が自動でタイトルに登録されること。

301
ヘッダリンクで重要なメモや必須指定の共有メモがあるか確認ができること。

302
共有された業務メモは送信者宛に返信ができること。 ●

303
お知らせ機能を表示できること。

304
業務メモの機能を呼び出し時にアクセス権限をチェックすること。

305

306 細菌未読では、対象患者・報告日・期間・検査内容・未読状態を設定して細菌検査結果一覧
を検索できること。

307
自分が依頼した細菌検査のみを検索できること。

308 細菌検査結果一覧には未読・患者ID・患者名・採取日・検査結果・更新日が表示できるこ
と。

309
一覧から患者を選択した際に細菌検査結果が表示できること。

310
細菌未読の機能を呼び出し時にアクセス権限をチェックすること。

処方一括オーダ

業務メモ

細菌未読



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
311

細菌検査結果では1回分または全ての結果が表示できること。

312
患者選択後、カルテを展開できること。

313

314 夫々の患者一覧から患者を選択後に展開される画面は、ユーザ毎に設定できかつ患者一覧画
面で変更できること。

315
患者が選択された後は現在選択されている患者の基本情報をヘッダに表示すること。 ●

316 患者ヘッダには、顔写真・患者番号・受付IDまたは入院病室・入院形態・死亡状況・漢字氏
名・カナ氏名・年齢・生年月日・経過日数・性別・を表示すること。 ●

317 患者ヘッダには、感染症・アレルギー・同姓同名患者・任意の注意事項・妊娠情報・治験の
参加・死亡情報がある場合アイコンを表示できること。 ●

318
患者漢字氏名の後に、敬称を表示すること。 ●

319
旧姓の登録がある場合は、氏名の横に旧姓を表示すること。 ●

320 患者カナ氏名が全角１２文字を超える場合は氏名の最後に「…」を表示し、マウスをポイン
トすることでカナ氏名全体を表示すること ●

321 患者基本情報とともに、カルテ参照・カルテ入力・各種オーダ・結果参照の全てのメニュー
が表示されていること。 ●

322 患者ヘッダに表示されるメニューは診療・看護の別にマスタ登録することにより設定できる
こと。

323
患者ヘッダから患者一覧画面に戻らずに患者の切り替えができること。 ●

324
患者ヘッダから患者一覧画面に戻らずに別病棟の患者に切り替えができること。 ●

325
患者ヘッダから患者一覧画面に戻らずに診療科の切り替えができること。

326 患者ヘッダには、別患者のカルテを表示するアイコンがあり、現在の患者を表示した状態で
別の患者のカルテを複数表示できること。
また各々のカルテで制限無くカルテ・オーダの入力ができること。

●

327
アレルギー、感染症ありのマークから患者プロファイルの起動ができること。

328
患者の死亡日が登録されている場合は死亡患者用アイコンが表示されること。

329
患者に治験情報が登録されている場合は治験用アイコンが表示されること。

330
患者ヘッダに患者に登録されている保険の一覧が表示され、適応保険が選択できること。

331
ヘッダに表示するメニューと表示幅をマスタで設定できること。

332 患者カルテからのリンク機能は、リンク先URLをマスタ登録することにより以下の機能の設定
し、常に別ウインドウで起動できること。

333
・他部門システムの起動

334
・検体検査結果

335
・細菌結果

336
・病名

337
・患者プロファイル

338
・簡易カルテ入力

339
・カルテ参照

340
・未読記事一覧

341
・業務メモ

342
・体温表

343
・予定表印刷

344
・身長体重経過表、成長曲線

345
治験患者のヘッダ情報を表示するのに表示権限をチェックすること。

346
患者画像から患者プロファイルのセット内容を別画面で表示できること。

347

348 拡張検索として、検体検査検索、薬品検索、病名検索、ログ検索、医師別オーダ検索、看護
検索の機能を有すること。

349
検体検査では、検査期間や検査項目から検体検査の結果を検索できること。

患者ヘッダ

拡張検索



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
350

薬品では、処方期間や薬品名、薬効から薬品別に処方件数を検索できること。

351
病名では、期間や病名などによって患者数を検索できること。

352 ログ検索では、電子カルテを使用したログをユーザ別、患者別、ログの種類別などで検索が
できること。

353 医師別オーダ検索では、医師別に、画像や処置、処方、注射、リハビリなどの各オーダの数
を検索できること。

354
看護検索では、期間と病棟を設定して、看護ケア項目、看護実施の件数を検索できること。

355

356
検索期間を指定して検索ができること。

357
検査項目毎の検索ができること。

358
検索条件に該当する検体検査結果が一覧表示されること。

359
一覧表示された検査項目を選択すると、検査内容が表示されること。

360
一覧表は項目名や件数などの順番で並べ替えることができること。

361

362
検索期間を指定して検索ができること。

363
全薬品の検索ができること。

364
薬品を指定して検索ができること。

365
薬効を指定して検索ができること。

366
検索条件に該当する薬品の処方・注射の件数と人数が一覧表示されること。

367
一覧表示された薬品を選択すると、処方・注射の内容が表示されること。

368
一覧表は薬品名や処方・注射の件数などの順番で並べ替えることができること。

369

370 検索期間、診療科、病名コード、分類、種別、状態、入力者の条件を指定して検索できるこ
と。

371
検索条件に該当する病名の結果が一覧表示されること。

372 一覧表示された病名を選択すると、患者ID、診療科、開始日など、病名の詳細な内容が表示
されること。

373
一覧表は病名や件数などの順番で並べ替えることができること。

374

375
ユーザID、患者ID、検索期間、ログの種類、アクセス状態を指定して検索ができること。

376
検索条件に該当するログが一覧表示されること。

377 一覧は入力日や入力時刻、ユーザID、ログ名称、患者IDなどの順番で並べ替えることができ
ること。

378

379
検索期間を指定して検索できること。

380
医師別ID、診療科、所属を設定して検索できること。

381
検索条件に該当する医師のオーダが一覧表示されること。

382

383
検索する対象として「看護指示」または「看護実施」のいずれかを指定できること。

384
検索期間を指定して検索できること。

385
病棟を選択して検索できること。

386
検索条件に該当する看護指示または看護実施が一覧表示されること。

387

388
検索条件を指定して患者を検索でき、結果を表示できること。

389
日付と診療科を指定して、外来患者を検索できること。

患者照会

検体検査検索

薬品検索

病名検索

ログ検索

医師別オーダ検索

看護検索



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
390

入院病棟または入院診療科を指定して、入院中の患者を検索できること。

391
50日以内の入院予定患者、退院予定患者を検索できること。

392
50日以内の入院済み患者、退院済み患者を検索できること。

393
他の検索条件と組み合わせて、患者名検索ができること。

394
全患者検索ができ、結果を表示できること。

395 検索結果は一覧で表示することができ、また、一覧から個々の患者を指定して内容の確認が
できること。

396
検索結果の一覧表示は、項目名をクリックすると、表示順が変更できること。

397 検索結果として、一覧表示には、患者ID、患者名、患者カナ名、年齢、性別、入院科、住
所、ベッド名称、照会、面会の状態を表示できること。

398 検索結果の詳細表示には、患者ID、患者名、患者カナ名、生年月日、年齢、性別、照会、面
会の状態、住所、電話番号、入院状態、入院日、退院日、入院予定日、退院予定日、病棟、
入院科、ベッド番号、担当者、来院履歴を表示できること。

399
患者一覧の表示件数を、マスタで設定できること。

400

401 患者プロファイルとして、基本情報、エピソード、プロファイルコメントなどが選択できる
こと。 ●

402 患者プロファイルの基本情報には医事情報、基本属性、拡張属性、入院基本情報、紹介状一
覧、サマリー一覧、プロブレム一覧、参加中の治験、妊娠情報、来院履歴、入退院歴、担当
者登録、食事コメント、関係者登録などが含まれること。

●

403
患者プロファイルに含まれる任意の項目を選択して表示できること。 ●

404
患者プロファイルに含まれる任意の項目を複数選択し、順序を変えて表示できること。

405
患者プロファイルのコメントタイプにおいて未読の一覧を表示できること。

406
患者プロファイルのコメントタイプにおいて連絡状態で検索参照できること。

407
患者プロファイルの表示項目と順序をプロファイルセットとして複数登録できること。

408
患者プロファイルは文書化して登録できること。 ●

409
文書化した患者プロファイルは診療録にコピーできること。 ●

410
基本属性、拡張属性では、実施日と実施時刻を登録できること

411

412 プロファイルセットを選択することで、プロファイルセットに含まれる項目が表示されるこ
と。 ●

413
他のユーザのプロファイルセットを利用して患者プロファイルを参照できること。 ●

414
プロファイルセットの表示順を変更、削除できること。

415 プロファイルセットは自分用・職種別・看護指示票用・全員用を区別して作成でき、自分用
以外は権限者だけが登録可能なこと。

416
登録されているセット別に、カルテ入力のプロファイル画面にも表示ができること。

417 プロファイルセットにカルテ履歴の印刷画面から選択できる「印刷用」セットが登録ができ
ること。

418 カルテ履歴の印刷画面から期間、セット、中止記事の有無を指定してプロファイルの一括印
刷ができること。

419
患者プロファイルの基本情報を複数の組み合わせでセット登録できること。

420 ワンクリックで表示できるセットをリスト表示できること。
またこのリストはカルテ入力欄と同一画面内で使用可能であること。

421 患者プロファイルセット左右にセットしてタブ表示ができること。
また、タブ表示は自分用、職種用、全員用を区別して作成でき、自分用以外は権限者だけが
登録可能なこと。

422

423 医事情報には、患者番号・患者氏名・同姓同名患者の有無・性別・住所・生年月日・電話番
号・状態・備考・保険情報を表示できること。 ●

424 患者基本属性には、血液型・血液型コメント・身長・体重・移動方法・アレルギー・感染
症・装具・障害・死亡日・面会可否・手術日・患者カテゴリー、備考がが登録参照でき、ア
クセス権限をチェックすること。

●

425 患者基本属性には、処方箋コメント（最大2つ）、処方箋への検査結果記載の可否の登録、参
照が可能なこと。またここでの設定が対応の処方せんに反映されること。

426
患者基本の属性の実施日時の表示、非表示の切り替えがワンクリックでできること。

427
患者基本属性では身長と体重からBMIとBSAを自動計算して表示すること。 ●

428
体重は値と紐づけて衣類の着脱状態をコメント登録できること。

患者プロファイル

プロファイルセット

基本プロファイル



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
429 患者基本属性では身長と体重欄から小児成長曲線、身長体重経過表の表示ができること。合

わせて各々の印刷ができること。

430
小児成長曲線は任意の期間のグラフをドラックで選択することで拡大表示ができること。

431 小児成長曲線は0～24か月・0～5歳、0～10歳・生涯と表示期間を切り替えて表示できるこ
と。

432
アレルギーの判定状態はマスタで設定可能なこと。

433
アレルギーの履歴は1項目単位で更新日時、更新者を管理できること。

434 アレルギーの判定状態が陽性にあたる場合は赤字で表示されること。
また各判定状態が陽性にあたるとする設定はマスタで管理可能なこと。

435 アレルギーの判定状態が陽性にあたる場合は患者カルテ表示時に通知ウインドウを表示でき
ること。

436
感染症の判定状態はマスタで設定可能なこと。

437
感染症の履歴は1項目単位で更新日時、更新者を管理できること。

438 感染症の判定状態が陽性にあたる場合は赤字で表示されること。
また各判定状態が陽性にあたるとする設定はマスタで管理可能なこと。

439 感染症の判定状態が陽性にあたる場合は患者カルテ表示時に通知ウインドウを表示できるこ
と。

440
患者基本属性の項目名は全て病院プロファイルに設定されているものが使用できること。

441
患者基本属性の項目名をマスタで設定可能なこと。

442
患者画像では患者の画像を登録できること。

443
患者画像では過去に登録された画像の履歴を参照できること。

444
患者基本属性の項目は病院プロファイルで表示・非表示が選択できること。

445
拡張属性では、注意事項、責任行動レベルなどが登録・参照・削除できること。

446
拡張属性はタイトル、項目名、選択肢をマスタにより自由に設定可能であること。

447 入院基本情報には、現在の入院状況、入院日、入院形態、担当者、入退院履歴などが表示で
きること。 ●

448
入院基本情報の担当者は10人まで登録できること。

449
入院基本情報は夫々の項目毎に履歴画面が展開できること。

450 入退院歴には指定した期間内の入院退院履歴が表示されること。履歴は電子カルテで登録し
た入退院情報が自動反映されること。

451 入退院歴には入院情報として入院日時、入院理由、入院経路、紹介有無、緊急度、入院病
名、病棟・ベッド、診療科、主治医、入院時コメントが表示されること。

452 入退院歴には退院情報として退院日時、転帰、退院先、転院先、入院病名、病棟・ベッド、
診療科、主治医、退院時コメントが表示されること。
また入院中の場合は退院予定日も表示されること。

453
入退院歴には他院の入退院歴を手入力により追加できること。

454
入退院歴は自院のみ・他院のみで絞り込んで履歴を表示できること。

455 入退院情報には入院回数を表示できること。電子カルテ導入以前の入院回数を指定すること
で最初の入退院歴の入院回数のスタート値を変更することができること。

456 サマリー一覧にはカルテ入力で登録されたサマリーが一覧され、夫々の内容を表示できるこ
と。

457
最新サマリーでは最近入力されたサマリーが表示されること。

458
紹介状一覧にはカルテ入力で登録された紹介状が一覧され、夫々の内容を表示できること。

459 来院履歴には予約・受付情報が反映され、予約日時・受付時刻・予約枠名称・診療科・医師
名・予約種別・受付状態が表示できること。

460
来院履歴は検索期間・診療科による検索ができ、検索条件はユーザ毎に保存できること。

461
関係者には親族・同居人など患者と関係する患者を登録できること。

462
関係者の登録のため患者番号・患者氏名・電話番号から患者を検索できること。

463
関係者に登録された患者に続柄・コメントを登録できること。

464
関係者に登録を行わなくても電話番号が一致する患者を関係者として一覧できること。

465 担当者には、外来診療から患者選択を選択した際に、診療終了・確認画面で登録した、登録
者情報が登録されること。

466 保険情報として保険種・記号番号・取得日・有効期限・負担率・本人家族・コメントを表示
できること。

467
院外紹介先には施設名、診療科、医師名、登録日が登録できること。



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

468
妊娠情報には現在の妊娠情報として、妊娠状態・確認日・最終月経・最終月経からの週数・
分娩予定日・分娩修正日・修正根拠・出産までの週数・コメント・中絶回数・流産回数・分
娩回数・主な疾患と異常の登録、参照ができること。またこれらを履歴として一覧表示がで
きること。

469 妊娠情報では妊娠の履歴として、時期・週数・分娩状態・児の体重・性別・健康状態が登
録、参照できること。

470
現在の妊娠状態の情報を元に、体温表に妊娠週数の表示ができること。

471 現在の妊娠状態の情報を元に、妊娠週数が既定の期間を超過した場合に患者カルテ表示時に
通知ウインドウを表示できること。

472
基本情報とコメントタイプの内容がカルテ入力に反映されること。

473

474 プロブレム一覧では登録されているプロブレムの番号・病名・診療科・転帰状態・転帰日・
分類・主病名区分・入外区分・プロブレムサマリー・開始日・更新日・更新者・転帰時の年
齢、開始時の年齢・保険が表示されること。

●

475 プロブレム一覧では表示されている上記情報の各タイトルをクリックで病名のソートが容易
にできること。

476 プロブレム一覧では分類・種別・転帰状態・診療科・保険・入外区分により表病名を絞り込
みできること。

477
プロブレム一覧では表示を簡素化するためにプロブレム名称のみの一覧ができること。

478
プロブレム一覧では表示を簡素化するためにプロブレムサマリーを非表示にできること。

479
プロブレム一覧では、複数病名の転帰日の変更を一括でできること。 ●

480
プロブレム一覧画面上で転帰状態・主病名区分がリストボックスにより変更できること。

481
プロブレム登録ではコード化された病名とコード化されないコメントを登録できること。

482
プロブレム登録はMEDIS病名コードを利用して、コード化された病名登録ができること。 ●

483 プロブレム登録のMEDIS病名検索についてはMEDIS階層・ICD10階層を指定した検索および名称
による検索が可能なこと。 ●

484 プロブレム登録で複数ICDコードが登録されている病名に対して、登録するコードの選択がで
きること ●

485 プロブレム登録では一度選択したプロブレムを医師別プロブレムとして登録して再利用でき
ること。

486 プロブレム登録では他の医師の医師別プロブレムを自分の医師別プロブレムに登録できるこ
と。

487
プロブレム登録ではすでに登録済みのプロブレムをコピーして登録することができること。

488 プロブレム登録では分類・種別・優先順・開始日・転帰日・状態・保険種・診療科・入外区
分・プロブレムサマリーを登録できること。

489
プロブレム登録では分類・種別・状態・入外区分の初期値をマスタ設定できること。

490 登録されたプロブレムに対して、転帰および他のプロブレムへの遷移先を登録できるプロブ
レム詳細画面を表示できること。

491 プロブレム登録では、検索後に一度選択した修飾語を自分の最近選択一覧に表示できるこ
と。

492
プロブレム登録では、一度選択した修飾語を自分の医師別修飾語に登録できること。

493 プロブレム詳細では開始日・転帰日・状態・種別・診療科・入外区分・優先順・分類・プロ
ブレムサマリーを変更できること。

494
プロブレム詳細画面で変更された内容は履歴表示できること。

495
プロブレム履歴ではプロブレム登録された時期を簡単に参照できること。

496 プロブレム一覧・プロブレム登録画面はカルテ画面やヘッダリンクからも同じ表示ができる
こと。

497
プロブレム変更には、アクセス権限チェックをかけられること。

498
複数のプロブレムを一括登録できること。 ●

499

500 エピソードはエピソード種別、時期、事象を登録することにより、時系列に表示できるこ
と。 ●

501
エピソード登録では年齢・西暦・元号・学年から適切な日付を自動計算できること。 ●

502
エピソード登録ではエピソードの開始・終了・内容・重要度を登録できること。 ●

503
エピソード種別を複数選択して左右で対比しながら登録参照できること。

504
エピソード種別毎にエピソードの時期を表形式でエピソード歴として表示できること。

505
エピソード歴からエピソードの詳細を表示できること。

506 yyyy/mm/dd形式で登録したエピソードで該当日にカルテ履歴がある場合、カルテ履歴を表示
できること。

プロブレム管理

エピソードタイプのプロファイル



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
507

508
プロファイルコメント種別のタイプ毎に適切な入力画面を表示すること。 ●

509
プロファイルコメント種別毎に最新の情報を登録参照できること。 ●

510
プロファイルコメント種別毎に入力の履歴を蓄積し参照できること。 ●

511
プロファイルコメント種別毎に入力に必要なテンプレートを設定し表示できること。

512
プロファイルコメントにはユーザ毎に未読・既読の管理ができること。

513
プロファイルコメントには連絡状態を設定できること。

514
プロファイルコメントは文字色と背景色をマスタで設定できること。

515
プロファイルコメントの連絡状態により背景色を変えて表示できること。

516
プロファイルコメントの連絡状態によりカルテ記事を自動生成できること。

517 入院予定や退院登録などの病床イベント登録のタイミングで任意のプロファイルコメントの
登録内容を自動でクリアできること。

518 任意のプロファイルコメントに通知機能を付与し、宛先を指定してカルテ表示時の通知ウイ
ンドウに表示ができること。

519 プロファイル通知の宛先は、全職員、職種、所属、所属病棟、診療科、個人を指定し、最大5
件まで設定できること。

520 プロファイル通知は通知期間の指定、既読後も表示させるかの設定がコメント作成都度行え
ること。

521
プロファイル通知は本人、または権限者のみが通知解除可能なこと。

522
プロファイル通知は既読者の一覧を表示し、既読日時を確認できること。

523

524
患者プロファイルに表示するタイトルを設定できること。

525
患者プロファイル画面から画像のアップロードができること。

526
履歴を蓄積し、参照ができること。

527
履歴の削除ができること。

528

529
治験課題の登録ができること。

530
患者に対して治験課題が登録・参照・削除できること。

531
登録された治験課題に対して入力の履歴を蓄積し参照できること。

532

533
診療日単位にカルテを表示でき、診療日の変更が容易であること。 ●

534 カルテは最大20診療日分をまとめて表示可能なこと。またワンクリックで20診療日より前の
カルテも表示切り替えできること。 ●

535
初期状態では最近の診療日のカルテを表示すること。 ●

536
最新の診療日表示リストをタブで表示し、診療科タブ、区分別タブを階層表示できること。 ●

537
履歴表示用のセットを選択し、セットに登録されている条件でカルテを表示できること ●

538 カルテに表示する区分の組み合わせを、自分用・職種用・全員用別に複数セット組みができ
ること。また自分用以外は権限者のみが設定可能なこと。 ●

539 セットの表示順を任意で変更できること。また最近使用したセットが容易に再選択できるこ
と。 ●

540
診療日を指定してカルテ表示する場合は、入力日と実施日を切り替えできること。

541 初診日のカルテを1回の操作で表示できること。また1回の操作で最新日のカルテに表示を戻
せること。

542 表示されるカルテは、自科・他科の限定、自身が作成した記事、入外での絞り込みが別ウイ
ンドウを開くことなく容易に行えること。

543 カルテは、日時が古い順・日時が新しい順・区分順で表示順の変更が別ウインドウを開くこ
となく容易に行えること。また、表示順はログイン者単位で保存されること。

544
表示されたカルテのユーザ名の前に職種略称が表示できること。

545
中止されたカルテの表示・非表示を切り替えできること。

546
表示されたカルテの各入力単位にブックマークを設定できること。

カルテ参照

コメントタイプのプロファイル

画像タイプのプロファイル

参加中の治験



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
547 表示されたオーダに対して、中止・印刷・DO画面の展開・ブックマーク登録・関連文書の登

録と検索ができること。

548
画像オーダに対しては、PACSのURL起動ができること。

549
文書棚に対しては、登録した埋め込み文書の起動ができること。

550
文書棚の埋め込み文書の起動方法はマスタで設定できること。

551
表示されたオーダに対してはオーダの進捗に応じて状態を示す文字と色を表示できること。

552
表示されたカルテを診療日単位・文書単位・オーダ単位に印刷できること。

553
印刷するカルテにヘッダとフッタを設定できること。

554 表示されたカルテに対して、中止・追記画面の展開・コピー画面の展開・印刷・ブックマー
ク登録・関連文書の登録と検索ができること。

555 申し送り記事は確認者一覧が確認できること。また確認者ごとに既読日時が表示されるこ
と。 ●

556 申し送り記事は申し送りの解除ができること。解除は登録者または権限者のみが行えるこ
と。 ●

557
表示されたカルテに対して重要度に応じて背景色を表示できること。

558
入力日時、重要度で検索ができること。

559
オーダラベル印刷ができること。

560
宛名ラベル印刷ができること。

561
期間、重要度、印刷する区分、中止記事の有無を指定してカルテの一括印刷ができること。

562 カルテの一括印刷は実施日順・発生日順の指定、1日毎の改ページ、左右分割の指定ができる
こと。

563
表示されたカルテに添付ファイルやURLリンク、画像ファイルを表示できること。

564
表示されている患者とは違う患者のカルテも表示できること。

565
カルテ参照から受領および受領取り消しが行えること

566
カルテ参照から承認および承認取り消しが行えること

567

568 最近のブックマークが最大100件まで表示できること。表示できる件数はマスタで設定できる
こと。 ●

569
ブックマーク欄の日付を指定することで、該当のカルテを表示すること。

570
ワンクリックで日付に関係なくブックマーク記事をまとめて表示できること。

571
ブックマークでは、全員用／受領用／承認用／自分用の各ブックマークを登録できること。

572 ブックマークは全員用・受領用・承認用・自分用で登録された内容、または登録されたブッ
クマーク全てを一覧で表示できること。

573
診療科、カルテ区分でブックマーク記事を絞り込めること。

574
ブックマークではタイトルの定型文をマスタで登録できること。

575

576 カルテ検索機能として、1ヶ月検索、2ヶ月検索、6ヶ月検索、5年検索、カルテ検索、ブック
マーク検索、区分別検索、プロブレム別検索の機能があること。 ●

577

578 1ヶ月検索では指定する1～6ヶ月迄のカレンダーを表示し、日付毎に入力されたカルテおよび
オーダの種別・タイトルを表示すること。

579 1ヶ月検索で表示されたオーダの種別・タイトルの背景色はオーダの進捗状態により変更可能
であること。

580
1ヶ月検索では1ヶ月毎に過去および未来のカレンダーを表示できること。

581 1ヶ月検索では発生日・実施日の切り替え、タイトル表示の有無、中止含むの表示条件を切り
替えられ、それを保管できること。

582

583 2ヶ月検索では最近2ヶ月分のカレンダーにカルテ入力があった日を入院・外来・入外両方と
重要度の夫々で色をつけるとともに、文書別履歴を表示できること。

584
2ヶ月カレンダーは2ヶ月単位および1年単位に表示開始月を変更可能なこと。

585 2ヶ月カレンダーに診療日を表示する場合は、入力日・実施日・受診日の表示、中止含むに切
り替えできること。

586
2ヶ月カレンダーから診療日を指定して、その日のカルテ内容を表示できること。

ブックマーク機能

カルテ検索（カレンダー）

1ヶ月検索

2ヶ月検索



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
587

2ヶ月検索では区分別・プロブレム別の表示を選択できること。

588 2ヶ月検索の区分別・プロブレム別の表示では入力者・タイトルの表示の有無を選択できるこ
と。

589
2ヶ月検索の区分別表示では表示区分の選択、表示順の変更ができること。

590

591 6ヶ月検索では最近6ヶ月のカレンダーを表示し、カルテ入力があった日に入院・外来・入外
両方と重要度の夫々で色をつけて表示できること。

592 6ヶ月分カレンダーは6ヶ月、8ヶ月、10ヶ月、12ヶ月、24ヶ月単位に表示でき、開始月を変更
可能なこと。

593 6ヶ月分カレンダーに診療日を表示する場合は、入力日・実施日・受診日・中止含むの表示に
切り替えできること。

594
診療日を指定して、その日のカルテ内容を表示できること。

595

596
5年検索では生涯履歴、5年履歴、1年履歴、1月履歴、１週履歴の機能があること。

597 生涯履歴では文書種別毎に生涯にわたる履歴を表示し、カルテ入力があった時期を1年単位で
表示すること。

598 生涯履歴は1年単位で表示された期間を指定することにより、1年間の文書種別毎のカルテ内
容を表示すること。

599 5年履歴では文書種別毎に5年間の履歴を表示し、カルテ入力があった時期を2ヶ月単位で表示
すること。

600 5年履歴は2ヶ月単位で表示された期間を指定することにより、2ヶ月間の文書種別毎のカルテ
内容を表示すること。

601 1年履歴では文書種別毎に1年間の履歴を表示し、カルテ入力があった時期を10日単位で表示
すること。

602 1年履歴は10日単位で表示された期間を指定することにより、10日間の文書種別毎のカルテ内
容を表示すること。

603 1月履歴では文書種別毎に1月間の履歴を表示し、カルテ入力があった時期を1日単位で表示す
ること。

604 1月履歴は1月単位で表示された期間を指定することにより、1日間の文書種別毎のカルテ内容
を表示すること。

605 1週履歴では文書種別毎に1週間の履歴を表示し、カルテ入力があった時期を1日単位で表示す
ること。

606 1週履歴は1週単位で表示された期間を指定することにより、1日間の文書種別毎のカルテ内容
を表示すること。

607

608 カルテ検索では入力期間・実施期間・件数・文書種別・診療科・入力者・入院・外来タイト
ル・記載内容・記載書式、重要度を条件としてカルテを検索できること。 ●

609
カルテ検索で設定された条件によって検索された文書を一覧できること。 ●

610
カルテ検索で検索された一覧から記載内容を個別に表示できること。

611
カルテ検索で検索された一覧まとめて履歴表示できること。

612
カルテ検索の検索条件をユーザ単位に登録・編集できること。

613
カルテ検索で検索された一覧をタイトル別にソートできること。

614
カルテ検索で検索条件の表示・非表示を選択できること。

615
カルテ検索で検索結果の本文に重要度の色が表示されること。

616

617 最近のブックマークが最大100件まで表示できること。表示できる件数はマスタで設定できる
こと。 ●

618
最近の診療リストの任意の日を指定することで、該当日のカルテを表示すること。

619
ワンクリックで日付に関係なくブックマーク記事をまとめて表示できること。

620
選択されている患者毎のブックマークが一覧されること。

621 ブックマークの一覧から任意のブックマークを選択することで、夫々の内容を表示できるこ
と。

622 ブックマークは全員用・受領用・承認用・自分用で登録された内容、または登録されたブッ
クマーク全てを一覧で表示できること。

623
診療科、カルテ区分でブックマーク記事を絞り込めること。

624

625 区分別履歴では、文書種別・オーダ種別毎に最近5回分が一覧され、夫々の内容を表示できる
こと。 ●

5年検索

カルテ検索

ブックマーク検索

区分別検索

6ヶ月検索



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

626 区分別履歴で表示される文書種別は、ユーザ毎に文書種別による表示非表示選択、表示順番
の設定、入力者・タイトルの表示の有無、発生日・実施日の選択、中止を含むの選択ができ
ること。

627
区分別履歴では文書種別に最も古い5回分を一覧でき、夫々の内容を表示できること。

628
区分別履歴では文書種別に最も新しい5回分を一覧でき、夫々の内容を表示できること。

629
区分別履歴では文書種別に表示された文書の内容を文書個別に表示できること。

630 区分別履歴では文書種別に表示された文書の内容を一覧に表示された5回分まとめて表示でき
ること。

631
区分別履歴ではカルテの重要度にしたがって背景色がつくこと。

632
区分別履歴の処方と注射と検体では時系列が表示できること。

633

634 プロブレム別検索履歴では、プロブレムに関連する文書の最近5回分が一覧され、夫々の内容
を表示できること。

635
最も古い5回分を一覧でき、夫々の内容を表示できること。

636
最も新しい5回分を一覧でき、夫々の内容を表示できること。

637
一覧に表示された5回分全ての内容を1画面に表示できること。

638 プロブレム別検索では、発生日・実施日の選択、中止含む・削除含むの選択、入力者・タイ
トルの表示の有無、表示するプロブレム種別をユーザ毎に設定できること。

639

640 患者プロファイルの表示はプロファイルセットを選択することで表示を切り替えられるこ
と。

641
患者プロファイルは表示されるのみでなく入力もできること。

642

643 結果参照として、検体検査結果・細菌検査結果・処方オーダ歴・注射オーダ歴・テンプレー
ト入力歴の参照および医師セット、マスタに設定されている文書棚の文書による参照ができ
ること。

●

644 検体・処方・注射・テンプレート・セットの時系列表示では表示幅の拡大・縮小ができるこ
と。

645
検体検査結果が新しく追加できること。 ●

646
すでにある検体検査結果が変更・削除できること。 ●

647 検体検査結果は期間指定、または指定日を起点にした件数で検索できること。また件数での
検索は最大99件まで表示できること。 ●

648
検体検査結果の検索条件はユーザ単位で初期設定ができること。 ●

649 表示された項目一覧から必要な項目を選択して、時系列表示できること。および表示中の時
系列に追加できること。

650 検体検査結果では、検査項目単位でグラフが表示でき、検査日・検査値・異常値のソートが
できること。 ●

651
検査項目単位のグラフ表示では対象期間をドラッグすることで拡大表示ができること ●

652
検体検査結果では、時系列へ表示した内容がグラフで表示できること。 ●

653 時系列へ表示した内容のグラフ表示では対象期間をドラッグすることで拡大表示ができるこ
と ●

654 時系列へ表示した内容のグラフ表示ではグラフ内の検査項目名をクリックでその項目のグラ
フを非表示にできること。 ●

655
検体検査結果は、検索結果一覧の中から最近値を一回で表示できること。 ●

656 検体検査結果は、検索日・検索件数を指定することで、検体検査一覧を表示でき、夫々の検
体検査結果を表示できること。 ●

657 検体検査結果には、検体検査項目・結果・異常値マーク・コメント・基準値が表示されるこ
と。および異常値には色をつけ目立ちやすくすること。 ●

658 検査項目の基準値は世代管理ができ、検体検査結果では検査日当時の基準値を表示するこ
と。 ●

659
検査項目の基準値は、男女、年齢別に上限値・下限値が設定できること。 ●

660
検体検査結果の時系列表示には検査当時の年齢が表示されること。 ●

661
検体検査結果の時系列表示では任意の日時の検査、および検査項目を非表示にできること。 ●

662
複数の検査項目を同一検査として紐づけ、時系列では一項目として同列で表示できること。 ●

663
検体検査結果では、既読を設定でき、既読を未読に戻せること。 ●

664
検体検査結果では、複数回の検査結果をまとめて印刷できること。

プロブレム検索

患者プロファイル参照

結果参照



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
665

検体検査項目の印刷用表示名称をマスタにて設定できること。

666 検体検査結果の印刷時に、検体検査部門から検体結果参照画面起動時は、最新の患者情報、
検査結果データを取得できること。

667
検体検査結果の印刷時に外来迅速加算の選択ができること。

668
外来迅速加算の有無と指導料の関連付けをマスタで設定できること。

669
検査結果の検体検査項目の背景色をマスタにて設定できること。

670
異常値マークテキストとその背景色をマスタにて設定できること。

671
異常値のある項目のみを1回の操作で表示できること。

672 表示された検体検査結果の項目から必要な項目を選択して、時系列表示できること。および
表示中の時系列に追加できること。

673
表示された検体検査結果の項目から必要な項目を選択して、診療記録にコピーできること。

674
表示された検体検査結果の項目から必要な項目を選択して印刷できること。

675
検査結果の既読者一覧が表示できること。 ●

676
検査結果を指定したユーザのリマインダに通知できること。 ●

677
細菌検査の結果表示は1検査毎に時系列表示できること。

678
感受性の表示は1菌種毎、全菌種で時系列表示できること。

679
感受性の表示では材料毎の時系列表示ができること。

680
細菌検査結果のレポート表示の形式はマスタで設定できること。

681
菌略称の上にマウスを当てると菌名（正式名）が表示できること。

682
感受性の判定値の色はマスタで設定可能なこと。

683
表示された細菌検査結果を診療記録にコピーできること。

684
表示された細菌検査結果を説明用のフォーマットに印刷できること。

685
表示された細菌検査結果を文書として登録できること。

686 処方オーダ歴は、検索日・検索件数を指定することで、処方オーダ一覧を表示でき、夫々の
処方オーダ内容を表示できること。

687
処方オーダ内容には、薬品名・用量・期間が表示されること。

688
処方オーダの薬品名に登録された添付文書が呼び出せること。

689
指定された日に有効な処方薬品が1回の操作で表示できること。

690
検索された期間に有効な処方薬品が1回の操作で表示できること。

691 表示された処方薬品一覧から必要な処方薬品を選択して、時系列表示できること。および表
示中の時系列に追加できること。

692
表示された処方薬品一覧から必要な処方薬品を選択して、診療記録にコピーできること。

693 注射オーダ歴は、検索日・検索件数を指定することで、注射オーダ一覧を表示でき、夫々の
注射オーダ内容を表示できること。

694
注射オーダ内容には、薬品名・用量・期間が表示されること。

695
注射オーダの薬品名に登録された添付文書が呼び出せること。

696
指定された日に有効な注射薬品が1回の操作で表示できること。

697
検索された期間に有効な注射薬品が1回の操作で表示できること。

698 表示された注射薬品一覧から必要な注射薬品を選択して、時系列表示できること。および表
示中の時系列に追加できること。

699
表示された注射薬品一覧から必要な注射薬品を選択して、診療記録にコピーできること。

700 テンプレート入力歴は、検索日・検索件数・所属・ユーザ・分類1・分類2・テンプレートを
指定することで、テンプレート入力一覧を表示でき、夫々のテンプレート入力内容を表示で
きること。

701
テンプレート入力内容には、テンプレート名・エレメント名・入力値が表示されること。

702 表示されたテンプレート入力内容一覧から必要なテンプレート入力内容を選択して、時系列
表示できること。および表示中の時系列に追加できること。

703 表示されたテンプレート入力内容一覧から必要なテンプレート入力内容を選択して、診療記
録にコピーできること。



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
704 時系列表示として、縦軸に項目（検体検査項目・処方薬品・注射薬品・エレメント名）・横

軸に日付、コメントを持った表を作成し、必要な位置に結果を表示すること。

705
表示された時系列から必要な日付を選択して、診療記録にコピーできること。

706
時系列表示の項目単位に最新のデータのみを表示できること。

707 時系列表示の項目（検体検査項目・処方薬品・注射薬品・エレメント名）を医師別に時系列
セットとしてできること。

708
時系列表示では菌種毎に表示できること。

709
時系列セットには名称をつけ表示順を変更できること。

710
登録されている医師別の時系列セットを一覧でき、夫々に含まれる項目を表示できること。

711
期間を指定して検体結果・細菌結果の一括印刷ができること。

712

713 文書ファイルをサーバーに登録・作成・編集することができる文書作成と、PDF等のファイル
をカルテにアップロードする文書登録の機能を有すること。 ●

714 文書作成ではExcel・Wordで作成された文書フォームをダウンロードし、文書の作成ができる
こと。文書のひな形は院内で作成・修正が可能なこと。 ●

715 文書作成では、文書フォームをサーバーからダウンロードしクライアント上の任意のフォル
ダに保存することができること。 ●

716
文書作成ではクライアント上で作成した文書をサーバー上にアップロードできること。 ●

717
文書作成では実施日を指定して登録できること。 ●

718 文書作成では患者データを文書フォームに埋め込んで表示することができること。埋め込ん
だデータは上書き修正が可能なこと。 ●

719 文書作成では登録済みの文書を再利用して新規文書の作成が可能なこと。その際に埋め込ま
れた患者データをワンクリックで最新情報に更新できること。 ●

720 文書作成では文書フォームダウンロード時に処方・予約・検査結果・病名の検索画面を表示
し、選択した検索結果を文書に埋め込みできること。 ●

721
文書作成では文書外にコメントを記載し、カルテ履歴内に表示できること。 ●

722 文書作成状況一覧に表示設定された文書には進捗状況の設定ができること。また進捗状況の
内容はマスタで自由に設定できること。 ●

723
文書作成では文書登録前に印刷プレビューが可能なこと。

724
文書作成では文書登録前、登録後のいずれでも印刷が可能なこと。

725 オーダ依頼後に任意の文書フォームを起動し入力を促せること。起動する文書は、薬剤、検
査項目単位で設定可能なこと。 ●

726 入退院イベント登録後に任意の文書フォームを起動し入力を促せること。起動する文書は、
イベント単位で設定可能なこと。 ●

727 文書作成では文書を開いた状態で所定の時間が経過すると警告が表示できること。時間はマ
スタ設定により変更できること。

728 ひな形文書は採用開始日と終了日を有し、世代管理が可能なこと。期間外の文書をコピーし
ようとした際は任意の禁止メッセージが表示され、使用できないこと。 ●

729 文書登録では指定した文書タイトルを選択しクライアント上でアップロードしたファイルを
サーバー上にアップロードできること。

730
文書登録では文書のアップロード時にコメントを記載し、カルテ履歴内に表示できること。

731
文書棚は文書作成、文書登録で登録された文書を検索できること。

732
文書検索時に入力日・実施日の期間と件数を指定して検索できること。

733 文書検索条件に、中止含む・診療科・作成者・タイトル・文書分類・文書名を指定して検索
できること。

734 文書検索条件に文書名を指定する場合は、使用期限外の文書も検索対象とするか選択できる
こと。

735
文書検索件数が所定の件数を超える場合は、ページ変更により全件を表示できること。

736 作成完了した文書には上書きできないようにロックをかけて参照と印刷以外の操作を禁止す
ること。ロックの設定、解除は権限者のみが行えること。 ●

737

738
カルテ入力（診療記録の登録）ができること。 ●

739 カルテ入力と同画面に、履歴参照・2ヶ月履歴参照・検体結果参照・テンプレート・定型文・
関連プロブレム・指導料入力・患者プロファイル参照・区分別履歴参照・カルテ検索の表示
ができること。

●

740
カルテ入力の文書には文書種別・実施日・実施時刻・タイトル・重要度が設定できること。 ●

741
カルテ入力で作成する文書は新たな文書の登録と既存文書の追記が選択できること。 ●

742 文書作成状況一覧に表示設定された文書には進捗状況の設定ができること。また進捗状況の
内容はマスタで自由に設定できること。 ●

文書棚

カルテ入力



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
743 カルテ記事の申し送りができること。申し送りの宛先は全職員、職種、所属、所属病棟、診

療科、個人を指定し、最大5件まで設定できること。 ●

744 ログイン時に自分宛の未読の申し送りがある場合は、リマインダを自動的に起動できるこ
と。 ●

745
カルテ入力で作成中の文書をセットとして登録できること。

746 カルテ入力で過去に入力された文書に追記する場合は、データベースに元文書を保管したま
ま別に新文書を登録すること。

747 カルテ入力で追記された新文書には、追記文書であることを明示し元文書の登録日時・登録
者を表示すること。

748
カルテ入力で入力中の文書を一旦保管し継続入力ができること。

749 カルテ入力された文書を登録する際にユーザプロファイルに設定された指導料を算定するか
確認する画面を表示すること。

750
カルテ入力された文書を登録すると同時に印刷画面を表示できること。

751
カルテ入力中に患者変更を行う場合には確認ウィンドウが表示されること。

752
カルテ入力で展開される入外別のデフォルトの書式をユーザ毎に設定できること。

753 カルテ入力画面を開いた後登録するまでに、マスタに設定された時間が経過した場合、警告
メッセージを表示できること。

754
カルテ入力の過去と未来の実施日に対して、警告・禁止の期間をマスタ設定できること。

755
カルテ入力中に「破棄」をクリックすると、データを初期表示にできること。 ●

756
患者ヘッダから簡易カルテ入力用の画面が展開できること。

757
簡易カルテ入力用画面の初期値はマスタで設定できること。

758

759
書式はユーザ毎と職種毎、全員用が設定でき、夫々の書式をコピーできること。 ●

760
書式の名称・表示順を設定できること。

761
書式に外来・入院・両方の設定ができること。

762 書式にはヘッダ・テンプレートリンク・指導料リンク・本文・フッタがあり、書式が選択さ
れた時点で表示される内容を書式毎に登録できること。 ●

763 書式のヘッダには、タイトル・紹介先・紹介元・患者属性・日付・プロブレム・固定テキス
ト・入院情報・院外紹介先・病院プロファイル・GAF尺度のモジュールがあり、モジュール毎
に表示内容を選択できること。

●

764
書式のヘッダには最大10個のモジュールを設定できること ●

765 書式のフッタには、タイトル・紹介先・紹介元・患者属性・日付・プロブレム・固定テキス
トのモジュールがあり、モジュール毎に表示内容を選択できること。 ●

766
書式のフッタには最大5個のモジュールを設定できること。 ●

767
書式に対して印刷部数を設定できること。

768
関連書式の初期値をユーザ毎に設定できること。

769
関連書式入力時に本文を引き継ぐことができること。

770
関連書式入力時に他の職種の書式も関連書式として選択できること。

771
書式には最大15個のテンプレートが設定できること。

772 書式で患者プロファイルのコメントタイプの内容が設定でき、入力内容がプロファイルに反
映されること。

773 カルテ入力のテキスト入力時にリッチテキストが使用でき、フォント種類・サイズ・色が指
定できること。 ●

774
リッチテキストで登録された履歴の印刷・コピーができること。

775 カルテ履歴にプレーンテキストとリッチテキストの履歴が混在する場合でも履歴に一覧表示
できること。

776

777
タイトルモジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

778
タイトルモジュールでは、タイトルの初期値を登録できること。

779
紹介先モジュールでは、病院プロファイルに登録した紹介先から検索・選択できること。

780
紹介先モジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

781 紹介先モジュールでは、紹介機関・診療科、担当医の項目を有し見出しと初期値を登録でき
ること。

書式エディター

書式



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
782

紹介先モジュールでは、担当者を職員一覧から選択できること。

783
紹介元モジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

784 紹介元モジュールでは、医療機関名・所在地・電話番号・診療科・担当医・FAX番号の項目を
有し見出しと初期値を登録できること。

785
紹介元モジュールでは、担当者を職員一覧から選択できること。

786
患者属性モジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

787 患者属性モジュールでは、患者名・性別・生年月日・年齢・職業・住所・電話番号・身長・
体重・入退院日・入院日数の項目を有し、見出しと初期値を登録できること。

788
日付モジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

789
日付モジュールでは、日付の表現形式を元号、西暦など選択できること。

790
プロブレムモジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

791 プロブレムモジュールでは、プロブレムの抽出条件をプロブレム分類・プロブレム種別・プ
ロブレム状態で設定できること。

792
固定テキストモジュールでは、文字の修飾、文字の位置、文字の大きさを指定できること。

793
固定テキストモジュールでは、内容の既定値と見出しを設定できること。

794 文書種別毎に既定書式が選択され、モジュールで設定した患者属性情報などが選択中の患者
に合わせて表示されること。

795
テンプレートリンクでは、書式に関連するテンプレートを最大5つまで設定できること。

796
指導料リンクでは、書式に関連する指導料を複数設定できること。

797
本文の設定では本文に表示すべき既定値を固定テキストとして設定できること。

798 本文の設定では本文に表示すべきプロブレムの抽出条件をプロブレム分類・プロブレム種
別・プロブレム状態で設定できること。

799

800
カルテ入力画面と同時にカルテ履歴参照画面が表示されること。 ●

801
カルテ履歴は日付単位で参照可能なこと。 ●

802 カルテは既定の診療日分をまとめて表示可能なこと。規定診療日数はマスタ設定で変更可能
なこと。

803
履歴表示用のセットを選択し、セットに登録されている条件でカルテを表示できること

804 表示されるカルテは、自科・他科の限定、自身が作成した記事、入外での絞り込みが別ウイ
ンドウを開くことなく容易に行えること。

805 カルテは、日時が古い順・日時が新しい順・区分順で表示順の変更が別ウインドウを開くこ
となく容易に行えること。また、表示順はログイン者単位で保存されること。

806 カルテ履歴で表示されている文書種別毎に必要に応じて、中止、do、印刷、複写、追記、
ブックマーク登録・関連文書の登録と検索の各操作ができること。

807 カルテ履歴で表示されている文字列をコピー＆ペーストして入力中の文書に反映できるこ
と。

808
カルテ履歴で表示されている文書をコピーして入力中の文書に反映できること。

809
カルテ履歴で表示されている文書に追記入力できること。

810
カルテ履歴でブックマークの選択ができること。

811
オーダラベル印刷ができること。

812

813
カルテ入力画面と同時に2ヶ月履歴画面が表示されること。

814
カルテ履歴を表示し、入力中のカルテにコピーできること。

815 2ヶ月履歴では最近2ヶ月分のカレンダーを表示し、カルテ入力があった日を表示するととも
に、日別のカルテを表示すること。

816
2ヶ月カレンダーは2ヶ月単位および1年単位に表示開始月を変更可能なこと。

817 2ヶ月カレンダーに診療日を表示する場合は、入力日・実施日・受診日の表示に切り替えでき
ること。

818
2ヶ月カレンダーから診療日を指定して、その日のカルテ内容を表示できること。

819

820
カルテ入力画面と同時に検体結果参照画面が表示されること。 ●

821
検体結果参照画面では検索日と検索件数を条件として検索できること。

履歴参照

2ヶ月履歴

検体結果



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
822

検体結果参照画面には検索された検査結果の検査日時を一覧できること。

823 検査結果参照画面で検査日時を指定した検査につき、項目名・結果値・単位・結果マークが
表示できること。

824
検査結果参照画面で表示された検査項目の基準値を表示できること。

825
検査結果参照画面で表示された検査結果を印刷できること。

826
検査結果参照画面で表示された検査結果を時系列で表示できること。

827
検査結果参照画面で表示された検査結果を入力中のカルテにコピーできること。 ●

828 検査結果参照画面で表示された検査結果グラフの画像を入力中のカルテにコピーできるこ
と。 ●

829

830
カルテ入力画面とは別にテンプレート入力画面が表示されること。 ●

831 テンプレートは症状や所見に応じた、チェックシート形式の入力ツールであり、ユーザ毎の
テンプレート一覧から、適切なテンプレートを選択して表示できること。 ●

832 テンプレートはテンプレートエディターにより編集できユーザ個人別・職種別に登録できる
こと。 ●

833 選択中の患者に過去に入力されたテンプレートを一覧し、過去に入力された内容を表示でき
ること。

834 選択中の患者に過去に入力されたテンプレートは入力日、検索件数、テンプレート分類を条
件として検索できること。

835
選択中の患者に過去に入力されたテンプレートを中止の状態にできること。

836
テンプレートはユーザ個人別に登録され、他のユーザのテンプレートも表示可能なこと。

837
テンプレートはユーザ個人別に分類を2種類保持し、分類によって検索可能なこと。

838
テンプレートで入力された内容は、テキスト情報として入力中のカルテに表示されること。

839 テンプレートで入力された内容は、項目（テンプレートのエレメント）単位にデータベース
に保管すること。

840 テンプレートには入力履歴（過去の入力日）を表示する一覧があり、選択した入力日のテン
プレートの内容を表示できること。

841
テンプレートの入力履歴を中止する時に、メッセージを表示すること。

842
テンプレートの一覧で指定したテンプレートをユーザ毎に登録し、簡単に呼び出せること。

843
テンプレートの日付エレメントで初期値が設定できること

844
テンプレートの日付エレメントで時刻が設定できること。

845

846
テンプレートはユーザ毎に設定でき、他のユーザのテンプレートをコピーできること。

847
テンプレートの名称・分類・表示順を設定できること。

848
テンプレート毎に表示されるエレメントと表示順を設定できること。

849
テンプレートで不要になった項目は非表示とすること

850
複数のテンプレートで同一のエレメントを利用できること。

851
テンプレートを編集中に編集内容のプレビューができること。

852 エレメントはチェックボックス・ラジオボタン・テキスト入力・ドロップダウン・リスト
ボックス・日付・テンプレートリンク等を組み合わせた10種類以上の入力方法から選択でき
ること。

853 エレメントに患者病名選択、職員名選択、最新の身長・体重とその最終更新日が選択できる
こと。

854
エレメントには管理用の名称と表示用の名称を設定できること。

855 エレメントに含まれるチェックボックス・ラジオボタン・テキスト入力・ドロップダウン・
リストボックス・日付には選択・非選択・文字を初期状態として登録できること。

856
作成中のエレメントをプレビューできること。

857
1つのエレメントを複数のテンプレート（シート）で利用できること。

858

859
カルテ入力画面と同時に定型分選択画面が表示されること。 ●

860 定型文は全員・診療科・職種・ユーザ毎に設定でき、他のユーザの定型文をコピーできるこ
と。 ●

テンプレート

テンプレートエディター

定型文



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
861

定型文は文書種別にあわせて分類を設定できること。

862
定型文は分類の中で表示順を設定、変更できること。

863
定型文は500文字程度の文字を登録可能なこと。

864
定型文は選択を容易にするためのタイトルを設定できること。

865
定型文を選択し入力中のカルテにコピーできること。

866

867
カルテ入力画面と同時に定型単語選択画面が表示されること。 ●

868
定型単語はユーザ毎に分類を作成し設定できること。 ●

869
定型単語は分類の中で表示順を設定、変更できること。

870
定型単語は分類毎に単語100個程度を登録可能なこと。

871
定型単語を選択すると入力中のカルテにコピーされること。

872
定型単語をコピーする場合に改行の有無を選択できること。

873

874
カルテ入力中の文書をユーザ個人別に文書セットとして登録できること。 ●

875
カルテ入力画面と同時に文書セット一覧が表示されること。

876
文書セット一覧で選択された文書セットをカルテ入力画面に展開できること。

877
文書セット一覧は他のユーザの文書セットも表示できること。

878
文書セット一覧の表示順を変更できること。

879

880
カルテ入力と同時に本文上と本文下に画像を表示できること。 ●

881
ファイル一覧から画像ファイルを選択しアップロード（登録）できること。

882 アップロード時に選択したサイズにリサイズできること。リサイズできるサイズはマスタ設
定で追加・修正できること。

883
画像ファイルアップロードの際に表示位置を指定できること。

884
アップロードされた画像はカルテ入力画面で表示されること。

885
一旦アップロードされた画像ファイルを削除できること。

886

887
シェーマボタンをクリックで描画ツールが表示されること。 ●

888 描画ツールでは元画像を選択表示しペン・図形などの部品を配置することで画像を編集する
ことができること。

889
描画ツールでは医師別に登録された画像一覧から元画像を選択できること。

890
描画ツールではファイル一覧からファイルを指定し元画像を表示できること。

891
描画ツールでは他のユーザに登録された画像も一覧できること。

892
描画ツールではフリーハンド・円弧・直線で線を書き込むことができること。

893
描画ツールでは四角・楕円で図形を書き込むことができること。

894
描画ツールでは文字を書き込むことができること。

895
描画ツールでは消しゴムで線を消すことができること。

896
描画ツールでは線と図形に色を設定できること。

897
描画ツールで作成した画像をカルテ入力画面に表示できること。

898
描画ツールで作成した画像を医師別に登録できること。

899
描画ツールでは、患者番号・患者名が表示できること。

900
描画ツールでは、角丸四角で図形を書き込むことができること。

描画ツール

定型単語

文書セット

画像登録



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
901

描画ツールでは、スプレー線を書き込むことができること。

902
描画ツールでは、作成した画像を医師毎に作成するグループ別に登録できること。

903 描画ツールでは、医師毎グループ別に登録された元画像をサムネイル表示し選択できるこ
と。

904 描画ツールでは、医師毎グループ別に登録されたスタンプ画像をサムネイル表示し選択でき
ること。

905
描画ツールでは、キャンパスサイズの変更・上下左右反転・回転ができること。

906
描画ツールでは、TWAIN機器からのスキャン画像取り込みができること。

907
描画ツールでは、元絵・スキャン画像の上絵・下絵選択ができること。

908
描画ツールの元絵・スタンプ表示変更でアクセス権限チェックができること。

909
描画ツールの描画ツールバーの配置はマスタに設定できること。

910
描画ツールでは、描画用のペン色をマスタに設定できること。

911
描画ツールでは画像サイズのチェックができること。

912

913
カルテ入力画面と同時にプロブレム一覧が表示されること。 ●

914 プロブレム一覧では登録されているプロブレムの番号・病名・診療科・転帰状態・転帰日・
分類・主病名区分・入外区分・プロブレムサマリー・開始日・更新日・更新者・転帰時の年
齢、開始時の年齢・保険が表示されること。

●

915 プロブレム一覧では表示されている上記情報の各タイトルをクリックで病名のソートが容易
にできること。

916 カルテ入力画面と同時に医師別プロブレムを利用してワンクリックでプロブレム登録ができ
ること。

917
ワンクリックプロブレム登録では分類・主病名区分・診療科・開始日を設定できること。

918 プロブレム一覧では分類・種別・転帰状態・診療科・保険・入外区分により表病名を絞り込
みできること。

919
プロブレム一覧からプロブレムの新規登録画面を表示できること。

920
プロブレム一覧で表示されたプロブレムの変更画面を表示できること。

921
登録済みのプロブレムを一覧し、入力中のカルテとの関連を設定できること。

922
関連付けられたプロブレムはカルテのリンク情報として保管されること。

923 プロブレム一覧で表示されたプロブレムとプロブレムサマリーを入力中のカルテ本文にコ
ピーできること。

924
プロブレム一覧では表示を簡素化するためにプロブレム名称のみの一覧ができること。

925
プロブレム一覧では表示を簡素化するためにプロブレムサマリーを非表示にできること。

926
プロブレム一覧でのプロブレムサマリーのコピー有無を選択できること。

927

928
カルテ入力画面と同時に指導料一覧が表示されること。 ●

929
指導料の初期値はマスタで設定できること。

930
指導料一覧から選択された指導料を、入力中のカルテと関連付けられること。 ●

931
関連付けられた指導料はカルテのリンク情報として保管されること。

932 指導料一覧には指導料の名称・今月の算定回数・前回算定日・初回算定日・前月の算定回数
を表示できること。

933
算定実績のある指導料のうち、過去5回分の履歴表示ができること。

934
指導料の一括コピーができること。

935

936
カルテ入力画面と同時に患者プロファイルが表示されること。 ●

937 患者プロファイルの表示はプロファイルセットを選択することで表示を切り替えられるこ
と。

938
患者プロファイルは表示されるのみでなく入力もできること。

939

関連プロブレム

指導料リンク

患者プロファイル参照

カルテ検索



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
940 カルテ検索では入力期間・実施期間・件数・文書種別・診療科・入力者・入院・外来タイト

ル・記載内容・記載書式、重要度を条件としてカルテを検索できること。 ●

941
カルテ検索で設定された条件によって検索された文書を一覧できること。

942
カルテ検索で検索された一覧から記載内容を個別に表示できること。

943
カルテ検索で検索された一覧をまとめて履歴表示できること。

944
カルテ検索の検索条件をユーザ単位に登録・編集できること。

945
カルテ検索で検索された一覧をタイトル別にソートできること。

946
カルテ検索で検索条件の表示・非表示を選択できること。

947

948
カルテに添付ファイルを最大5個まで登録・参照・削除できること。

949
カルテにURLリンクを最大5個まで登録・参照・削除できること。

950
添付ファイル、URLリンクはマスタで非表示にできること。

951
添付可能なファイルの拡張子はマスタ設定で追加・変更ができること。

952

953
特定の患者に記載されたカルテを別の患者のカルテとして複写できること。 ●

954
複写対象となるカルテデータは、添付された画像も含む複写元のデータであること。 ●

955
複写されたデータは履歴の最終行に（複写データ）と記載されること。 ●

956

957
処方オーダの入力ができること。 ●

958
処方オーダ入力のために、履歴表示・薬品用法選択・時系列表示などの機能があること。 ●

959 処方オーダには処方箋種別・事後区分・開始日・適応保険・薬品・用量・用法・コメントが
設定できること。 ●

960 処方オーダの処方箋種別はマスタ登録でき入院・外来、院内・院外、持参薬、麻薬の区別を
設定できること。 ●

961
処方オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

962
処方オーダの事後区分は通常・事後・未確定の中から選択できること。 ●

963
処方オーダの開始日は処方箋種別毎に既定値と範囲を設定できること。 ●

964 処方オーダ依頼時にRPの開始タイミングが設定できること。開始タイミング使用の可否は処
方箋種別単位で設定できること。 ●

965
処方オーダのRP毎に開始日を設定できること。 ●

966
処方オーダのRPを入れ替えられること。 ●

967
処方オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

968
処方オーダの薬品はマスタで登録・修正ができること

969 処方オーダの薬品はマスタで、漢字名称・英語名称・カナ名称・一覧表示名称・検索名称・
一般名称を登録することができること。またすべての名称を対象に語句検索ができること。 ●

970 危険薬品は任意の背景色と依頼時の警告メッセージが設定できること。また処方箋種別単位
でメッセージの表示可否の設定ができること。 ●

971
処方オーダの薬品は依頼可能患者を指定できること。また依頼可能者をcsv出力できること。 ●

972
処方オーダの薬品はCSV形式にて一覧の出力ができること。

973 処方オーダの薬品で後発医薬品に変更可・変更不可・含有規格変更不可・剤形変更不可・含
有規格と剤形変更不可の設定ができること。 ●

974
処方オーダの用量には不均等用量が設定できること。 ●

975
処方オーダの用法はマスタ登録でき、薬品用法選択機能で選択できること。 ●

976
処方箋コメントは定型コメント・手入力で最大2つまで登録できること。

977 処方箋コメントはマスタ登録できること。またコメント単位でdo時のコメント引き継ぎの可
否を初期設定できること。

978 処方箋コメントは患者プロファイルに指定がある場合、患者プロファイルに登録されている
コメントを初期表示できること。 ●

ファイル登録

カルテ複写

処方オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
979 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギー・患者別危険薬品が画面上

に処方オーダ表示されていること。 ●

980
処方オーダの画面上で薬品説明・一包化など薬局への指示が設定できること。

981 処方オーダの画面にはRP毎の投薬日が表示されたカレンダーが表示できること。また、カレ
ンダーの表示・非表示はマスタで設定できること。

982
処方オーダで入力中の全RPの開始日と投与期間を一括変換できること。

983
処方オーダで入力中の全RPで用法が同一のRPを1つのRPにまとめられること。

984
処方オーダで入力中の内容を破棄する機能があること。

985
処方オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。 ●

986
処方オーダで入力された内容を患者セットとしても登録できること。 ●

987
処方オーダで入力された内容を全員用セットとして名称をつけて登録できること。 ●

988 処方オーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、表示・非表
示は処方箋種別毎に設定できること。

989
処方オーダの中止が完了した時点で印刷画面が自動的に表示できること。

990 処方箋と麻薬処方箋の控えが印刷できること。また控えである旨の任意の語句が処方箋名の
後ろに印字されること。 ●

991 院内処方箋には印刷者が印字されること。再印刷の場合は合わせて「再印刷」の語句が印字
されること。

992
処方箋・麻薬処方箋・麻薬施用票を印刷表示せずに、自動的に印刷できること。

993
処方オーダ依頼時にRPの開始タイミングが設定できること。

994
処方箋の処方欄に変更不可列を印刷できること。

995
処方薬品に一般名が登録されている場合は処方箋に一般名を印刷できること。

996
処方箋の備考欄に印刷する文字をマスタで設定できること。

997
処方箋の備考欄にオーダ取り込み状態を印刷できること。

998 処方箋に検査結果を印刷できること。患者およびオーダ単位で印刷の可否が指定ができるこ
と。

999
処方オーダ画面を表示した時に選択される処方箋種別を入院外来別に登録できること。

1000
処方箋種別の表示順をマスタで設定できること。

1001
処方箋種別毎に処方区分として「通常」「持参薬」「麻薬」を設定できること。 ●

1002
処方箋種別毎に処方オーダテキストの背景色を設定できること。

1003 処方オーダの処方箋で印刷される医療機関番号・病院名・電話番号などを、診療科毎に設定
できること。

1004 処方オーダで一般名を印字する薬品を後発品変更不可で依頼すると、処方箋に製品名を印字
できること。

1005
処方オーダの投与期間の既定値を入院外来別に登録できること。

1006
処方オーダを入力後、依頼する前に処方チェックをかけられること。 ●

1007
処方オーダに含まれるRP数は最大20とし上限をマスタで設定できること。 ●

1008
処方オーダの1RPに含まれる薬品数は最大を20とし上限をマスタで設定できること。 ●

1009
処方オーダの入力中に薬品を削除できること。 ●

1010
処方オーダの入力中にRPを削除できること。 ●

1011
処方オーダの入力画面で用量の変更ができること。 ●

1012
処方オーダの入力画面で投与期間の変更ができること。 ●

1013
処方オーダの入力画面で終了日を一括変更できること。 ●

1014
処方オーダの画面に薬品情報のリンク先を設定できること。 ●

1015 処方オーダに指定薬剤が含まれる場合は依頼後指定薬品に紐づけた文書棚が表示され入力を
促せること。 ●

1016
処方オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1017
処方オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1018
処方オーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1019

処方オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1020
処方オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1021
処方箋を印刷する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1022

1023
処方オーダ入力と同時に処方履歴表示ができること。 ●

1024 処方オーダ依頼時に一般名処方の薬品がある場合、カルテ記載方法をマスタで設定できるこ
と。

1025 処方履歴表示では入力順・開始順・中止含むの条件設定にしたがい処方オーダの履歴を検索
できること。

1026 処方履歴表示では検索された結果につき、入力日または開始日・診療科・処方箋種別の略
称・中止状態を一覧表示すること。

1027 処方履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択した
回数が次回の初期値に設定されること。

1028
処方履歴表示では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1029 処方履歴表示では一覧からオーダを選択し、入力中の処方オーダにコピーできること。コ
ピーはオーダ全体、およびRP・薬品・用法単位で行えること。 ●

1030
処方履歴表示でコピーした薬品が中止されていた場合、代替薬品が展開されること。 ●

1031
処方履歴表示では内容を表示しているオーダに対して中止・中止+Doができること。 ●

1032
中止・中断箋の印刷ができ、中止・中断理由コメントを印刷できること。

1033
処方履歴表示では内容を表示しているオーダに対して処方箋の印刷ができること。

1034 処方履歴表示では薬品名で履歴の検索ができること。検索語句はオーダ登録時の検索同様の
検索語句が使用できること。

1035

1036
医師別処方セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1037
医師別処方セットは表示順の変更・削除ができること。

1038 医師別処方セットでは処方セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1039 医師別処方セットではセット一覧からセットを選択し、入力中の処方オーダにコピーできる
こと。

1040
患者別処方セットは患者毎に設定できること。

1041
患者別処方セットは表示順の変更・削除ができること。

1042 患者別処方セットでは処方セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1043 患者別処方セットではセット一覧からセットを選択し、入力中の処方オーダにコピーできる
こと。

1044
全員用処方セットが設定できること。

1045
全員用処方セットは表示順の変更・削除ができること。

1046 全員用処方セットでは処方セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1047
全員用処方セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1048
診療科別処方セットが設定できること。

1049
診療科別処方セットは表示順の変更・削除ができること。

1050 診療科別処方セットでは処方セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示
されること。

1051
診療科別処方セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1052
処方薬品マスタからもセットの修正ができること。

1053

1054 薬品は名称検索・薬効別薬品・医師別薬品・最近使用薬品・患者別薬品などで一覧されるこ
と。 ●

1055 薬品の名称検索では検索文字を任意の文字数以上でしか検索できないようマスタで設定でき
ること。 ●

1056
薬品の名称検索では検索文字を含む薬品を一覧できること。 ●

1057 薬品の名称検索は薬品マスタに登録された漢字名称・英語名称・カナ名称・一覧表示名称・
検索名称・一般名称を検索対象とすること。 ●

1058
選択している処方箋種別に設定した処方箋区分で、検索対象の薬品を制御できること。

薬品選択

処方履歴

処方セット



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1059

後発薬品を含む・除く・先発薬品のみで薬品を絞り込んで検索できること。

1060
薬品の薬効別薬品では2階層で定義した薬効一覧から薬効を選択できること。

1061
薬品の薬効別薬品では選択された薬効に該当する薬品を一覧できること。

1062
薬品の薬効別薬品は薬品マスタに最大5個まで登録された薬効を検索対象とすること。

1063
薬品の医師別薬品は医師毎に登録された薬品を一覧できること。

1064
薬品の医師別薬品の表示順を変更できること。

1065
患者に危険な薬品は患者別危険薬品に登録できること。 ●

1066 患者別危険薬品を一覧表示できること。一覧から薬品を選択すると登録者・登録日時が確認
できること。

1067
薬品を一覧する際には非採用薬の一覧有無を選択できること。

1068
薬品を一覧する際には表示名称を薬品マスタに登録できること。

1069 依頼可能患者が指定されている薬品は指定患者以外の薬品検索一覧に表示されないこと。た
だし、院外処方箋・持参薬処方箋では表示できること。

1070
薬品の一覧から薬品を選択することで、該当する薬品の既定量と単位を表示できること。

1071 マスタにオーダ単位、調剤単位、医事単位が夫々別で登録されている時、どの単位でオーダ
するかを選択できること。

1072
薬品の採用期間と代替薬を入外区分・内外区分の組み合わせ毎に設定できること。

1073
医事単位との変換比率を設定できること。

1074
薬品の一覧から薬品を選択し、入力中の処方オーダの任意のRPにコピーできること。

1075
薬品の一覧から処方オーダ画面にコピーする際には用量も同時にコピーできること。

1076 薬品の一覧から処方オーダ画面にコピーする際に該当の薬品を最近使用薬品として20薬品を
自動的に保管すること。

1077
薬品の用量は最大10回までの不均等用量も設定できること。

1078
薬品の一覧から薬品を選択しあらかじめ登録した添付文書情報を表示できること。

1079
薬品に登録する添付文書は標準医薬品マスタの添付文書IDを使用して設定できること。

1080
薬品の一覧から薬品を選択し同一薬効の薬品を表示できること。

1081 薬品単位で定型・フリーコメントが入力ができること。定型コメントはマスタ登録できるこ
と。

1082

1083
薬品の一覧から薬品を選択することで該当する薬品の既定用法を表示すること。 ●

1084 用法は内服1回・内服2回・内服3回・内服4回・その他の内服・内服全量・時間指定内服・頓
用・外用全量・外用1日量・外用1回量・外用1日量日数・自己注の区分別に登録されること。 ●

1085
用法の区分を選択することで該当の区分に含まれる用法が一覧されること。

1086 用法の補足情報として混合・粉砕・溶解・別包・用法コメント・RPの開始日・投与日数・隔
日指定ができること。

1087
部位が必要な外用薬は部位専用コメントの登録ができること。

1088
用法の一覧から用法を選択し入力中の処方オーダの任意のRPにコピーできること。

1089
定型コメント・部位専用コメントはマスタ追加・修正できること。

1090 院内用の処方箋では頓用薬の用法を1日の回数・日数で登録ができること。また指定した期間
の体温表・ワークシートにオーダ情報が反映されること。

1091

1092
処方オーダの履歴を時系列の表形式で表示できること。

1093
処方オーダの時系列表示はオーダ別と実施日別で表示できること。

1094 処方オーダの時系列に表示される薬品名をクリックであらかじめ登録した添付文書情報を表
示できること。

1095 処方オーダのオーダ別時系列は処方箋種別と表示開始日、表示回数を選択して表示できるこ
と。

1096
処方オーダのオーダ別時系列の縦軸は開始日・終了日・依頼科・薬品名で表示できること。

1097
処方オーダのオーダ別時系列の横軸は処方オーダ入力されたオーダ単位で表示できること。

用法選択

処方オーダの時系列表示



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1098

処方オーダのオーダ別時系列には縦軸・横軸に該当する薬品毎の用量を表示すること。

1099 処方オーダの実施日別時系列は、薬品別、処方箋種別、処方箋種別＋薬品別、用法＋薬品別
の表示形式から選択して表示し、表示する日数を選択して表示できること。

1100
処方オーダの実施日別時系列(薬品別)の縦軸は実施日・薬品名で表示できること。

1101 処方オーダの実施日別時系列(薬品別)の横軸は処方オーダ入力されたオーダ単位で表示でき
ること。

1102 処方オーダの実施日別時系列(処方箋種別)の縦軸は実施日・処方箋種別名で表示できるこ
と。

1103 処方オーダの実施日別時系列(処方箋種別)の横軸は処方オーダ入力された期間のマークで表
示できること。

1104 処方オーダの実施日別時系列(薬品と処方箋種別)の縦軸は実施日・処方箋種別名・該当処方
箋種別で依頼された薬品名で表示できること。

1105 処方オーダの実施日別時系列(薬品と処方箋種別)の横軸は処方オーダ入力されたオーダ単位
で表示できること。

1106

1107
処方オーダに対し処方箋開始日・RP開始日・頓用回数・パスワード・不均等回数・用法区
分・指示項目・最大用量・臨時薬品・高リスク薬・アレルギー・院内外区分・非採用薬・危
険病名・必要病名・最小分割・入外区分・患者危険薬・麻薬・薬品重複・禁忌薬・薬品数の
妥当性・向精神薬の多剤投与をチェックすること。

●

1108 処方オーダの処方箋開始日が処方箋種別毎にマスタ登録された範囲の外であれば警告または
禁止すること。

1109
処方オーダのRP開始日が処方箋開始日の以前であれば禁止すること。

1110
処方オーダのRP開始日が処方箋開始日と異なる場合は警告または禁止すること。

1111
処方オーダの頓用回数が処方箋種別毎に登録されている回数以上であれば禁止すること。

1112 処方オーダにパスワードを必要とする薬品があればユーザが登録したパスワードと比較して
異なれば禁止すること。

1113
処方オーダの不均等回数が該当するRPの用法と不一致であれば禁止する。

1114 処方オーダの用法区分が該当する薬品の既定用法と不一致であれば禁止する。この不一致の
判定は内服・外用・自己注の範囲でチェックする。

1115
処方オーダの粉砕不可の薬品を含むRPが粉砕指示を設定している場合は禁止する。

1116
処方オーダの溶解不可の薬品を含むRPが溶解指示を設定している場合は禁止する。

1117 処方オーダの薬品毎に最大用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば警告または
禁止する。

1118
処方オーダに臨時薬品が含まれていれば警告する。

1119
処方オーダに高リスク薬が含まれていれば警告する。

1120 処方オーダに含まれる薬品のアレルギー設定と患者のアレルギー設定が一致すれば警告また
は禁止する。

1121 処方履歴でコピーした薬品の院内外区分と処方箋種別が不一致でも、開始日および期間が引
き継げること。処方オーダに非採用薬が含まれる場合は警告する。

1122
処方オーダに含まれる薬品の危険病名設定と患者の病名が一致すれば警告または禁止する。

1123 処方オーダに含まれる薬品の必要病名設定と患者の病名が不一致であれば警告または禁止の
メッセージを表示し、プロブレム登録の画面を起動させる。

1124 処方オーダに含まれる薬品の1回分の用量が薬品マスタに登録されている最小分割量で割り切
れない場合は警告または禁止する。

1125
処方オーダに含まれる薬品の入外区分を処方箋種別が不一致ならば禁止する。

1126 処方オーダに患者危険薬が含まれていれば禁止する。危険薬は同一成分も対象とすることが
できること。

1127 処方オーダに麻薬が含まれておりユーザに麻薬施用者番号が登録されていなければ禁止す
る。

1128
処方オーダに麻薬が含まれている場合は警告する。

1129 処方オーダに麻薬と非麻薬が混在している場合は処方箋種別毎の設定にしたがい警告または
禁止する。

1130 処方オーダの同一RPに薬品が重複している場合は警告する。警告は同一成分・同一薬効の薬
品も対象とすることができること。

1131 処方オーダに最近依頼された薬品と服用期間が重複している薬品が含まれている場合は警告
する。警告は同一成分・同一薬効の薬品も対象とすることができること。またこのチェック
の期間は処方箋種別毎に設定可能なこと。

●

1132
処方オーダに禁忌薬の組み合わせが含まれている場合は警告または禁止する。

1133 処方オーダに含まれる薬品と最近依頼された薬品に禁忌の組み合わせがある場合は警告また
は禁止する。このチェックは禁忌マスタの設定で行う。

1134
処方オーダに病院プロファイルに登録された薬品数以上が含まれている場合は禁止する。

1135
処方オーダの投与日数が処方箋種別毎に登録されている日数以上であれば禁止すること。

1136
処方オーダの薬品にメッセージが登録されていればそのメッセージを表示する。

処方オーダのチェック機能



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1137 処方オーダの薬品に不均等指示がある場合、用量と不均等の用量の合計が一致しなければ禁

止すること。

1138
処方オーダの薬品に用法が限定されている場合はその用法以外は禁止すること。

1139 処方オーダの薬品毎に最長日数が薬品マスタに登録されている日数以上であれば警告または
禁止する。

1140 処方オーダの薬品毎に1ｋg当たりの用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば警
告または禁止する。

1141 処方オーダの薬品毎にBSA1㎡当たりの用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば
警告または禁止する。

1142 極量、体重1kg当たり、BSA1㎡当たりの用量チェックの際、設定されている量を表示できるこ
と。体重、BSAについては、計算値も表示できること。

1143 処方オーダに含まれる薬品に禁忌の組み合わせがある場合は警告または禁止する。この
チェックは禁忌マスタの設定で行う。

1144 処方オーダにおいて院内外処方チェックの警告が表示される時に、エラーメッセージに代替
薬を表示することができること。

1145 処方オーダの依頼時に各処方箋種別・病棟単位での依頼締め時刻を過ぎていた場合は警告ま
たは禁止する。

1146 処方オーダの依頼時に1日当たりのCP等価換算量がチェックでき、累計値が設定値を超える場
合は警告または禁止する。

1147
処方オーダ依頼時に処方箋種別の設定に合わせてチェックできること。

1148

1149
注射オーダの入力ができること。 ●

1150 注射オーダ入力のために、履歴表示・薬品手技選択・時系列表示・カレンダー表示などの機
能があること。 ●

1151 注射オーダには注射箋種別・事後区分・開始日・適応保険・薬品・手技・用法・コメントが
設定できること。 ●

1152
注射オーダの注射箋種別はマスタ登録でき入院・外来、麻薬の区別を設定できること。 ●

1153
注射オーダの注射箋種別の表示順をマスタで設定できること。 ●

1154
注射オーダの注射箋で印刷される病院名を、診療科毎に設定できること。 ●

1155 注射オーダの注射箋で備考欄に印字する当日注射と当日検体の有無をマスタで設定できるこ
と。 ●

1156
注射オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

1157
注射オーダの事後区分は通常・事後・未確定の中から選択できること。 ●

1158
注射オーダの開始日は注射箋種別毎に既定値と範囲を設定できること。 ●

1159
麻薬施用票が印刷できること。 ●

1160
注射オーダの依頼時にRPの開始タイミングが設定できること。 ●

1161
注射オーダのRP毎に開始日を設定できること。 ●

1162
注射オーダのRPを入れ替えられること。 ●

1163
注射オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1164 注射オーダの薬品はマスタ登録でき、薬品用法選択機能で選択できること。また、薬品毎に
表示の背景色を設定できること。 ●

1165 注射オーダの薬品はマスタで、漢字名称・英語名称・カナ名称・一覧表示名称・検索名称・
一般名称を登録することができること。またすべての名称を対象に語句検索ができること。 ●

1166 危険薬品は任意の背景色と依頼時の警告メッセージが設定できること。また処方箋種別単位
でメッセージの表示可否の設定ができること。 ●

1167
注射オーダの薬品は依頼可能患者を指定できること。また依頼可能者をcsv出力できること。 ●

1168
注射箋種別毎に注射オーダテキストの背景色を設定できること。

1169
注射オーダの薬品はCSV形式にて一覧の出力ができること。

1170
注射オーダの手技はマスタ登録でき薬品用法選択機能で選択できること。 ●

1171
注射箋コメントは定型コメント・手入力で最大2つまで登録できること。

1172 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギー・患者別危険薬品が注射
オーダ画面上に表示されていること。 ●

1173 注射オーダの画面にはRP毎の投薬日が表示されたカレンダーが表示できること。また、カレ
ンダーの表示・非表示はマスタで設定できること。 ●

1174
注射オーダのオーダタイミング・回数指定の初期値をマスタ設定できること。

1175
注射オーダで入力中の全RPの開始日と投与期間を一括変換できること。

注射オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1176

注射オーダで入力中の内容を破棄する機能があること。

1177
注射オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1178
注射オーダで入力された内容を患者セットとしても登録できること。

1179 注射オーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、表示・非表
示は注射箋種別毎に設定できること。

1180
注射オーダの中止が完了した時点で印刷画面が自動的に表示できること。

1181 注射箋には印刷者が印字されること。再印刷の場合は合わせて「再印刷」の語句が印字され
ること。

1182
注射オーダ画面を表示した時に選択される注射箋種別を入院外来別に登録できること。

1183
注射オーダの投与期間の既定値を入院外来別に登録できること。

1184
注射オーダを入力後、依頼する前に注射内容のチェックをかけられること。 ●

1185
注射オーダに含まれるRP数は最大20とし上限をマスタで設定できること。 ●

1186
注射オーダの1RPに含まれる薬品数は最大を20とし上限をマスタで設定できること。 ●

1187 マスタにオーダ単位、調剤単位、医事単位が夫々別で登録されている時、どの単位でオーダ
するかを選択できること。 ●

1188
注射オーダの入力中に薬品を削除できること ●

1189
注射オーダの入力中にRPを削除できること ●

1190
注射オーダの入力画面で用量の変更ができること ●

1191
注射オーダの入力画面で投与期間の変更ができること。 ●

1192 注射オーダに指定薬剤が含まれる場合は依頼後指定薬品に紐づけた文書棚が表示され入力を
促せること。 ●

1193
注射オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1194
注射箋をPDF表示せずプリンターに直接印刷（自動印刷）ができること。

1195
麻薬施用票が印刷できること。 ●

1196
注射オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1197
注射オーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1198
注射オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1199
注射オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1200
注射箋を印刷する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1201
注射オーダの依頼時に、処置依頼をすることで無菌製剤処理料の加算ができること。 ●

1202

1203
注射オーダ入力画面と同時に注射履歴表示ができること。 ●

1204 注射履歴表示では入力順・開始順・中止含むの条件設定にしたがい注射オーダの履歴を検索
できること。

1205 注射履歴表示では検索された結果につき、入力日または開始日・診療科・注射箋種別の略
称・中止状態を一覧表示すること。

1206 注射履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択した
回数が次回の初期値に設定されること。

1207
注射履歴表示では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1208 注射履歴表示では一覧からオーダを選択し、入力中の注射オーダにコピーできること。コ
ピーはオーダ全体、およびRP・薬品・用法単位で行えること。 ●

1209
注射履歴表示では内容を表示しているオーダに対して中止・中止+Doができること。 ●

1210 注射履歴表示では内容を表示しているオーダに対して注射箋・実施伝票の印刷ができるこ
と。

1211
注射履歴表示では内容を表示しているオーダに対して指示変更画面表示ができること。

1212 注射履歴表示では内容を表示しているオーダに対して実施画面を表示し、実施、実施取消、
中止、中止解除、実施用量の変更ができること。

1213
中止・中断箋の印刷ができ、中止・中断理由コメントを印刷できること。

1214
実施画面では実施内容の確認ができること。 ●

1215
実施画面では中止指示を確認できること。 ●

注射履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1216

実施画面ではバーコード認証ができること。 ●

1217
実施画面では入力を行っている患者ID・患者名を表示すること。 ●

1218
実施画面では実施日検索期間をマスタ設定できること。

1219
実施画面では実施単位のコメント入力ができること。

1220
実施画面で入力したコメントは実施伝票に印字できること。

1221 実施画面から実施伝票の印刷ができること。実施伝票はRP単位、および実施タイミング単位
での印刷ができること。

1222 注射履歴表示では薬品名で履歴の検索ができること。検索語句はオーダ登録時の検索同様の
検索語句が使用できること。

1223

1224 注射指示変更画面では注射オーダで入力されたオーダ内容に対して、実施タイミング毎に
RP・薬品の中止および用量の削減を入力できること。 ●

1225 注射指示変更画面は操作の当日および翌日のオーダ内容についてのみ指示変更を入力できる
こと。

1226
注射指示変更画面で変更すべき注射の実施日とタイミングを指定できること。

1227
注射指示変更画面では指定されたタイミングに含まれるRP毎に薬品を一覧できること。

1228 注射指示変更画面にはRP番号・RP中の回数・手技の略称・実施タイミング・薬品・用量・単
位・手技・コメントが表示されること。

1229 注射指示変更画面ではRP単位の中止・薬品単位の中止・薬品単位の用量削減・コメントの変
更ができること。

1230 注射指示変更画面で変更された内容は体温表に表示され、注射オーダの履歴画面では元に
なった注射オーダの内容とともに表示されること。

1231
注射指示変更画面では未調剤の表示ができること。

1232

1233
医師別注射セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1234
医師別注射セットは表示順の変更・削除ができること。

1235 医師別注射セットでは注射セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1236 医師別注射セットでは注射セット一覧からセットを選択し、入力中の注射オーダにコピーで
きること。

1237
患者別注射セットは患者毎に設定できること。

1238
患者別注射セットは表示順の変更・削除が設定できること。

1239 患者別注射セットでは注射セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1240 患者別注射セットでは注射セット一覧からセットを選択し、入力中の処方オーダにコピーで
きること。

1241
全員用注射セットが設定できること。

1242
全員用注射セットは表示順の変更・削除ができること。

1243 全員用注射セットでは注射セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1244
全員用注射セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1245
診療科別注射セットが設定できること。

1246
診療科別注射セットは表示順の変更・削除ができること。

1247 診療科別注射セットでは注射セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示
されること。

1248
診療科別注射セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1249
注射薬品マスタからもセットの修正ができること。

1250

1251 注射薬品は名称検索・薬効別薬品・医師別薬品・最近使用薬品・患者別薬品などで一覧され
ること。 ●

1252 注射薬品の名称検索では検索文字を任意の文字数以上でしか検索できないようマスタで設定
できること。 ●

1253
注射薬品の名称検索では検索文字を含む薬品を一覧できること。 ●

1254 注射薬品の名称検索は注射薬品マスタに登録された漢字名称・英語名称・カナ名称・一覧表
示名称・検索名称・一般名称を検索対象とすること。 ●

1255
一覧に表示された薬品はオンマウスで最大用量・最長日数を表示すること。

注射指示変更

注射セット

注射薬品選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1256

注射薬品の薬効別薬品では2階層で定義した薬効一覧から薬効を選択できること。

1257
注射薬品の薬効別薬品では選択された薬効に該当する薬品を一覧できること。

1258 注射薬品の薬効別薬品は注射薬品マスタに最大5個まで登録された薬効を検索対象とするこ
と。

1259
注射薬品の医師別薬品は医師毎に登録された薬品を一覧できること。

1260
注射薬品の医師別薬品の表示順を変更できること。

1261
患者に危険な注射薬品は患者別危険薬品に登録できること。 ●

1262 患者別危険薬品を一覧表示できること。一覧から薬品を選択すると登録者・登録日時が確認
できること。

1263
注射薬品を一覧する際には表示名称を薬品マスタに登録できること。

1264
依頼可能患者が指定されている薬品は指定患者以外の薬品検索一覧に表示されないこと

1265 注射薬品の一覧から注射薬品を選択することで、該当する注射薬品の既定量と単位を表示で
きること。

1266 注射薬品の一覧から注射薬品を選択し、入力中の注射オーダの任意のRPにコピーできるこ
と。

1267
注射薬品の一覧から注射オーダ画面にコピーする際には用量も同時にコピーできること。

1268 注射薬品の一覧から注射オーダ画面にコピーする際に該当の薬品を最近使用薬品として20薬
品を自動的に保管すること。

1269
注射薬品の一覧から注射薬品を選択しあらかじめ登録した添付文書情報を表示できること。

1270
注射薬品の一覧から注射薬品を選択し同一薬効の注射薬品を表示できること。

1271 薬品単位で定型・フリーコメントが入力ができること。定型コメントはマスタ登録できるこ
と。

1272

1273 注射薬品の一覧から注射薬品を選択することで該当する注射薬品の既定手技を表示するこ
と。 ●

1274 注射手技の補足情報として一日回数・実施タイミング・タイミングコメント・コメント・精
密持続点滴加算・RPの開始日・投与日数・隔日指定ができること。

1275
注射手技の一覧から注射手技を選択し入力中の注射オーダの任意のRPにコピーできること。

1276 注射薬品の一覧から注射薬品を選択することで選択できる手技を最大5つまで表示できるこ
と。

1277
定型コメントはマスタ登録できること。

1278

1279
注射オーダの履歴を時系列の表形式で表示できること。

1280 注射オーダの時系列に表示される薬品をクリックしあらかじめ登録した添付文書情報を表示
できること。

1281
注射オーダの時系列の縦軸は開始日・終了日・依頼科・薬品名であること。

1282
注射オーダの時系列の横軸は注射オーダ入力されたオーダ単位であること。

1283
注射オーダの時系列には縦軸・横軸に該当する注射薬品毎の用量を表示すること。

1284
注射オーダの時系列では注射箋種別単位に検索対象を設定できること。

1285

1286 注射オーダで依頼した薬品をカレンダーの形式で検索結果の日数分表示できること。また、
検索条件がユーザ毎に保存できること。

1287
カレンダー表示の画面は拡大・縮小ができること。

1288
カレンダー表示は依頼済みの薬品を依頼日毎にRP単位で表示できること。

1289 カレンダー表示は実施予定日毎に用量を表示できること。また、日付は実施予定のない日も
表示できること。

1290 カレンダーの表示形式は、実施タイミングなし・実施タイミング横表示・実施タイミング縦
表示・実施タイミングと薬品の縦表示から選択できること。

1291
カレンダー表示を実施タイミングなしで表示した時、日付毎の1日量を表示できること。

1292 カレンダー表示を実施タイミング毎に表示した時、実施タイミング毎の1回量を表示できるこ
と。

1293 カレンダー表示を実施タイミング毎に表示した時、画面に表示する実施タイミングは表示期
間に実施予定のある内容であること。

1294
カレンダー表示では依頼済み薬品の変更・削除・実施ができること。

1295 カレンダー表示で注射薬品の変更指示を行った時、変更内容がカレンダーに反映され変更箇
所の色が変わること。

注射オーダの時系列表示

注射オーダのカレンダー表示

注射手技選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1296 カレンダー表示では注射薬品の削除・RPの削除・指定したタイミング以降の依頼を削除・未

実施の内容の削除ができること。

1297
カレンダー表示では注射薬品の削除を取消せること。

1298
カレンダー表示の表示・非表示をマスタで設定できること。

1299

1300
注射オーダに対し注射箋開始日・RP開始日・パスワード・最大用量・投与期間・臨時薬品・
高リスク薬・アレルギー・院内外区分・危険病名・必要病名・選択可能手技・入外区分・患
者危険薬・麻薬・薬品重複・禁忌薬・薬品数の妥当性・向精神薬の多剤投与をチェックする
こと。

●

1301 注射オーダの注射箋開始日が注射箋種別毎にマスタ登録された範囲の外であれば警告または
禁止すること。

1302
注射オーダのRP開始日が注射箋開始日の以前であれば禁止すること。

1303
注射オーダのRP開始日が注射箋開始日と異なる場合は警告または禁止すること。

1304 注射オーダにパスワードを必要とする注射薬品があればユーザが登録したパスワードと比較
して異なれば禁止すること。

1305 注射オーダの薬品毎に最大用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば警告または
禁止する。

1306
注射オーダに臨時薬品が含まれていれば警告する。

1307
注射オーダに高リスク薬が含まれていれば警告する。

1308 注射オーダに含まれる薬品のアレルギー設定と患者のアレルギー設定が一致すれば警告また
は禁止する。

1309
注射オーダに含まれる薬品の院内外区分と注射箋種別が不一致ならば禁止する。

1310
注射オーダに含まれる薬品の危険病名設定と患者の病名が一致すれば警告または禁止する。

1311 注射オーダに含まれる薬品の必要病名設定と患者の病名が不一致であれば警告または禁止の
メッセージを表示し、プロブレム登録の画面を起動させる。

1312 注射オーダのRPに設定されている手技が、RPに含まれる薬品に設定されている選択可能手技
に含まれなければ禁止する。

1313
注射オーダに含まれる薬品の入外区分と注射箋種別が不一致ならば禁止する。

1314 注射オーダに患者危険薬が含まれていれば禁止する。危険薬は同一成分も対象とすることが
できること。

1315 注射オーダに麻薬が含まれておりユーザに麻薬施用者番号が登録されていなければ禁止す
る。

1316
注射オーダに麻薬が含まれている場合は警告する。

1317 注射オーダに麻薬と非麻薬が混在している場合は注射箋種別毎の設定にしたがい警告または
禁止する。

1318 注射オーダの同一RPに薬品が重複している場合は警告する。警告は同一成分・同一薬効の薬
品も対象とすることができること。

1319 注射オーダに最近依頼された薬品と服用期間が重複している薬品が含まれている場合は警告
する。警告は同一成分・同一薬効の薬品も対象とすることができること。またこのチェック
の期間は注射箋種別毎に設定可能なこと。

●

1320
注射オーダに禁忌薬の組み合わせが含まれている場合は警告または禁止する。

1321 注射オーダに含まれる薬品と最近依頼された薬品に禁忌の組み合わせがある場合は警告また
は禁止する。

1322
注射オーダに病院プロファイルに登録された薬品数以上が含まれている場合は禁止する。

1323
注射オーダの投与日数が注射箋種別毎に登録されている日数以上であれば禁止すること。

1324 注射オーダの薬品毎に日数が薬品マスタに登録されている最長日数以上であれば警告または
禁止する。

1325 注射オーダの薬品毎に1日の用量が薬品マスタに登録されている極量1日分以上であれば警告
または禁止する。

1326 注射オーダの薬品毎に1ｋg当たりの用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば警
告または禁止する。

1327 注射オーダの薬品毎にBSA1㎡当たりの用量が薬品マスタに登録されている用量以上であれば
警告または禁止する。

1328 極量、体重1kg当たり、BSA1㎡当たりの用量チェックの際、設定されている量を表示できるこ
と。体重、BSAについては、計算値も表示できること。

1329
注射オーダの中止で実施の有無を確認し、警告または禁止できること。

1330
注射オーダの実施タイミング（時刻）についてパターンによる一括設定ができること。

1331 注射オーダの依頼時に各注射箋種別・病棟単位での依頼締め時刻を過ぎていた場合は警告ま
たは禁止する。

1332 注射オーダの依頼時に1日当たりのCP等価換算量がチェックでき、累計値が設定値を超える場
合は警告または禁止する。

1333

1334
カレンダー上で注射オーダが表示・入力できること。 ●

注射オーダのチェック機能

カレンダ型注射オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1335

カレンダー型注射オーダでは、依頼済みの指示内容が変更できること。 ●

1336 カレンダー型注射オーダ入力のために、薬品手技選択・依頼・実施・指示変更表示などの機
能があること。 ●

1337
カレンダー型注射オーダに対し注射箋開始日・RP開始日・パスワード・最大用量・投与期
間・臨時薬品・高リスク薬・アレルギー・院内外区分・危険病名・必要病名・選択可能手
技・入外区分・患者危険薬・麻薬・薬品重複・禁忌薬・薬品数の妥当性をチェックするこ
と。

●

1338 カレンダー型注射オーダでは、薬品の投与有無を記号で表示でき、用量と記号の両方または
用量・記号のどちらかが表示できること。 ●

1339 カレンダー型注射オーダでは、手技・コメント・薬品用量・タイミングが表示でき、手技と
薬品の背景色はマスタで変更できること。 ●

1340 カレンダー型注射オーダでは、投与日毎に用量を表示し、表示用量を押下すると変更画面が
表示できること。 ●

1341 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギー・患者別危険薬品がカレン
ダー型注射オーダ画面上に表示されていること。 ●

1342
カレンダー型注射オーダでは、RP毎に開始日を設定できること。 ●

1343
カレンダー型注射オーダでは、RP毎または実施タイミング毎に表示できること。 ●

1344
カレンダー型注射オーダのRPを入れ替えられること。 ●

1345
カレンダー型注射オーダのRPは追加・コピー・削除ができること。 ●

1346
カレンダー型注射オーダの入力中に薬品を追加・削除できること。 ●

1347
カレンダー型注射オーダの入力中に薬品を入れ替えられること。 ●

1348
カレンダー型注射オーダの入力中に内容が破棄できること。 ●

1349
カレンダー型注射オーダでは、開始タイミングに合わせて終了日を変更できること。 ●

1350
カレンダー型注射オーダの指示変更画面では、指示内容を変更・中止・印刷できること。 ●

1351
カレンダー型注射オーダの実施入力画面では、実施内容を変更・中止・印刷できること。 ●

1352 カレンダー型注射オーダの実施入力画面では、実施単位のコメントの入力、印刷ができるこ
と。 ●

1353
カレンダー型注射オーダでは麻薬施用票が印刷できること。 ●

1354
カレンダー型注射オーダでは、実施済み・指示変更済みセルの背景色が変わること。 ●

1355 カレンダー型注射オーダでは、注射オーダで登録済みの注射箋を選択でき、入外区分が引き
継げること。 ●

1356 カレンダー型注射オーダでは、注射オーダで登録済みのユーザ別セット、診療科別セット、
全員用セット、患者用セットを展開できること。 ●

1357 カレンダー型注射オーダに指定薬剤が含まれる場合は依頼後指定薬品に紐づけた文書棚が表
示され入力を促せること。 ●

1358
カレンダー型注射オーダの依頼画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1359
カレンダー型注射オーダの確定時にアクセス権限をチェックすること。 ●

1360
カレンダー型注射オーダの注射箋を印刷する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1361 カレンダー型注射オーダの指示変更画面を表示する際に、アクセス権限をチェックするこ
と。 ●

1362
カレンダー型注射オーダの実施画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1363 カレンダー型注射オーダの内容変更中は患者毎の操作ロックを行い、ロック中に操作を開始
したユーザに通知すること。 ●

1364

1365
注射実施画面では、実施、実施取消、中止、中止解除、実施用量の変更ができること。 ●

1366
注射実施画面では実施内容の確認ができること。 ●

1367
注射実施画面では中止指示を確認できること。 ●

1368
注射実施画面ではバーコード認証ができること。 ●

1369
注射実施画面では入力を行っている患者ID・患者名を表示すること。 ●

1370
注射実施画面では実施日検索期間をマスタ設定できること。

1371
注射実施画面では実施単位のコメント入力ができること。

1372
注射実施画面で入力したコメントは実施伝票に印字できること。

1373
注射実施画面表示時に未受領の場合は警告メッセージを表示すること。

注射実施



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1374 注射実施画面では取り消し・中断されたオーダは禁止メッセージが表示され実施ができるこ

と。

1375 注射実施画面から実施伝票の印刷ができること。実施伝票はRP単位、および実施タイミング
単位での印刷ができること。

1376

1377
検体検査オーダ入力ができること。 ●

1378
検体検査オーダ入力のために、履歴表示・検査項目選択などの機能があること。 ●

1379 検体検査オーダにはオーダタイトル・緊急区分・事後区分・検査日時・適応保険・検査項
目・付属情報が設定できること。 ●

1380
検体検査オーダのオーダタイトルを入力できること。 ●

1381 検体検査オーダのオーダタイトルの既定値は、検査項目選択で選択された全ての検体セット
名称の60バイトを上限にしたものとすること。

1382
検体検査オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

1383
検体検査オーダの緊急区分は通常・至急・緊急の中から選択できること。 ●

1384
検体検査オーダの事後区分は通常・事後・未確定・診察前の中から選択できること。 ●

1385 検体検査オーダの検査開始日時は複数登録でき、一度の依頼操作で複数日時の依頼が完了す
ること。 ●

1386
検体検査オーダで印刷される病院名を、診療科毎に設定できること。

1387
検体検査オーダの検査時刻はマスタ登録された時刻一覧から選択できること。

1388
検体検査オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1389 検体検査オーダの検査項目は検査項目選択を利用して設定でき、検査項目マスタに登録され
たグループ毎に分けて表示すること。 ●

1390 検体検査オーダの付属情報には妊娠週数・身長・体重・尿区分・尿量・食後時間・コメント
が設定できること。

1391 検体検査オーダの付属情報は入力中の検体検査オーダに含まれる検査項目のマスタ登録にし
たがい適切な項目のみを表示すること。

1392
検体検査オーダでは入力中の検体検査オーダの検査項目を削除できること。 ●

1393
検体検査オーダでは入力中の検体検査オーダの付属情報を変更できること。 ●

1394
検体検査オーダでは入力中の検体検査オーダの検査日時を削除できること。 ●

1395
検体検査オーダでは入力中の検体検査オーダの内容を破棄する機能があること。 ●

1396
検体検査オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1397 検体検査オーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1398
検体検査オーダを入力後、依頼する前に内容のチェックをかけられること。 ●

1399 検体検査オーダ内容が、同日もしくは一定期間内に項目重複している場合は警告を表示する
こと。 ●

1400 検体検査オーダの項目重複チェックの警告画面では、重複分を含めてオーダするか、重複分
を削除してオーダするかを選択できること。 ●

1401 検体検査オーダの期間チェックではチェックレベルにより警告か禁止のメッセージが表示さ
れること。 ●

1402
検体検査オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1403
検体伝票の材料名をマスタで設定できること。

1404 検体検査オーダの印刷機能ではPDF表示せずプリンターに直接印刷（自動印刷）ができるこ
と。

1405
検体検査オーダの印刷機能で、患者生年月日には西暦と和暦を印字できること。

1406
検体検査オーダを中止する際には、中止したオーダを展開して新規依頼できること。 ●

1407
検体検査オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1408
検体検査オーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1409
検体検査オーダを変更する際に、取り込み状態をチェックすること。 ●

1410
検体検査オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1411
検体検査オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1412

1413
検体検査オーダ入力画面と同時に検体検査オーダの履歴表示ができること。 ●

検体検査オーダ

検体検査履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1414 検体検査履歴では入力順・検査順・中止含むの条件設定にしたがい検体検査オーダの履歴を

検索できること。

1415 検体検査履歴では検索された結果につき、入力日または検査日・診療科・オーダタイトル・
中止状態を一覧表示すること。

1416 検体検査履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択
した回数が次回の初期値に設定されること。

1417
検体検査履歴表示では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1418 検体検査履歴表示では一覧からオーダを選択し、入力中の検体検査オーダにコピーできるこ
と。

1419
検体検査履歴表示ではオーダ内容を表示しているオーダにたいして中止ができること。

1420
検体検査履歴表示では結果参照画面が別ウィンドウで表示ができること。

1421 検体オーダに指定検査が含まれる場合は依頼後指定検査に紐づけた文書棚が表示され入力を
促せること。 ●

1422

1423
医師別検体セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1424
医師別検体セットは表示順を変更できること。

1425 医師別検体セットでは検体セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1426 医師別検体セットでは検体セット一覧からセットを選択し、入力中の検体オーダにコピーで
きること。

1427
全員用検体セットが設定できること。

1428
全員用検体セットは表示順の変更・削除ができること。

1429 全員用検体セットでは検体セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1430
全員用検体セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1431
診療科別検体セットが設定できること。

1432
診療科別検体セットは表示順の変更・削除ができること。

1433 診療科別検体セットでは検体セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示
されること。

1434
診療科別検体セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1435

1436 検査項目選択では検査セットカテゴリを指定して、カテゴリに含まれる検査セットを一覧す
ること。

1437
検査項目選択では検査セットを指定して、検査セットに含まれる検査項目を表示すること。

1438 検査項目選択で検査セットから検査項目を表示する場合は、検査項目の選択・非選択の初期
値を検査セットマスタに登録できること。

1439 検査項目選択では検査項目名称・検索名称の一部を指定し検査項目を検索し表示できるこ
と。

1440 検査項目選択では表示された検査項目に説明が登録されている場合は、説明を別画面で表示
すること。

1441

1442
画像検査オーダ入力ができること。 ●

1443 画像検査オーダ入力のために、履歴表示・部位セット選択・統合版選択・部位詳細選択・コ
メント設定・予約取得・画像描画などの機能があること。 ●

1444 画像検査オーダには緊急区分・事後区分・検査日時・適応保険・検査部位（部位・修飾・手
技・方向・部位コメント）・付属情報が設定できること。 ●

1445 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギーが画像オーダ画面上に表示
されていること。 ●

1446 任意の検査分類を選択するとこの分類に紐づけた検査結果の値・基準値・更新日が画像オー
ダ画面上に表示されること。また基準値は画像オーダ表示用の独自の値が設定でき、基準値
範囲外の際は赤字で表示されること。

●

1447
画像検査オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

1448
画像検査オーダの緊急区分、事後区分はマスタにて設定できること。 ●

1449 画像検査オーダの検査日時は最大10個まで設定でき、一度の依頼操作で複数日時の依頼が完
了すること。

1450
画像検査オーダの検査時刻はマスタ登録された時刻一覧から選択できること。

1451
画像検査オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1452
画像検査オーダの検査部位は部位セット選択・部位詳細選択を利用して設定できること。

検体検査セット

検査項目選択

画像検査オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1453

画像検査オーダは検査区分毎に依頼可能部位数がマスタで設定できること。

1454 画像検査オーダの付属情報には移動方法・妊娠有無・病名・感染症・読影依頼・身長・体
重・実施場所が設定できること。

1455 画像検査オーダの付属情報は検査区分毎に、表示／非表示、入力必須、変更不可の設定が可
能なこと。

1456
感染症情報は患者プロファイルの情報を表示できること。

1457
画像検査オーダでは入力中の画像検査オーダの部位を削除できること。 ●

1458
画像検査オーダでは入力中の画像検査オーダの付属情報を削除できること。 ●

1459
画像検査オーダでは入力中の画像検査オーダの検査日時を削除できること。 ●

1460
画像検査オーダでは入力中の画像検査オーダの内容を破棄する機能があること。 ●

1461
画像検査オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1462 画像検査オーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1463
画像検査オーダを入力後、依頼する前に内容のチェックをかけられること。 ●

1464 画像検査オーダの内容のチェックは付属情報の設定有無のチェックとし必須の付属情報が設
定されていない場合には警告または禁止すること。 ●

1465
画像オーダの緊急区分はマスタ設定できること。 ●

1466 画像オーダのコメントの大カテゴリ・中カテゴリ・コメント種毎にテキストの背景色が設定
できること。

1467
画像検査オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1468
画像検査オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1469
画像検査オーダの実施時に実施済みのオーダがある場合は警告を表示できること。

1470
画像検査オーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1471
画像検査オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1472
画像検査オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1473 画像検査オーダの印刷機能ではPDF表示せずプリンターに直接印刷（自動印刷）ができるこ
と。

1474
画像検査オーダの依頼伝票ではバーコードを印字できること。

1475
画像検査オーダを印刷する際に、画像伝票と合わせて同意書を印刷できること。

1476 画像検査オーダの依頼時に該当検査区分での依頼締め時刻を過ぎていた場合、警告または禁
止する。

1477 画像検査オーダの依頼時に検査区分・大分類・部位へ登録された警告メッセージをまとめて
表示できること。警告メッセージは任意の部位単位で文言を設定できること。

1478 画像検査オーダの依頼時に既定の日数以内に指定の検査項目が依頼されていない場合は警
告・禁止メッセージを表示すること。

1479 画像検査オーダの依頼時に指定の検査項目が基準値の範囲外の場合は警告・禁止メッセージ
を表示すること。 ●

1480 患者プロファイルに造影剤アレルギーが登録されている場合は、画像検査オーダの依頼時に
警告・禁止メッセージを表示すること。また警告があっても依頼を行う場合は依頼許可理由
を同オーダ内にの記事に残せること。

●

1481
冠動脈CT、小児頭部CT依頼時は医学的根拠の登録を容易に行えること。

1482
画像検査オーダの変更時に予約の登録・変更ができること。 ●

1483
画像検査オーダの変更時にコメントをテンプレートから入力できること。

1484 画像オーダに指定検査・部位が含まれる場合は依頼後指定検査・部位に紐づけた文書棚が表
示され入力を促せること。 ●

1485

1486
画像検査オーダ入力画面と同時に画像検査オーダの履歴表示ができること。 ●

1487 画像検査履歴では依頼日・検査日・中止含むの条件設定にしたがい画像検査オーダの履歴を
検索できること。

1488 検体検査履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択
した回数が次回の初期値に設定されること。

1489
画像検査履歴表示では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1490 画像検査履歴表示では一覧からオーダを選択し、入力中の画像検査オーダにコピーできるこ
と。

1491
画像検査履歴表示では内容を表示しているオーダに対して中止ができること。

画像検査履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1492

画像検査履歴表示から実施入力画面を表示できること。

1493

1494
医師別画像セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1495
医師別画像セットは表示順を変更できること。

1496 医師別画像セットでは画像セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1497 医師別画像セットでは画像セット一覧からセットを選択し、入力中の画像検査オーダにコ
ピーできること。

1498
全員用画像セットが設定できること。

1499
全員用画像セットは表示順の変更・削除ができること。

1500 全員用画像セットでは画像セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1501
全員用画像セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1502
診療科別画像セットが設定できること。

1503
診療科別画像セットは表示順の変更・削除ができること。

1504 診療科別画像セットでは画像セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示
されること。

1505
診療科別画像セットを編集する際に、アクセス権限をチェックすること。

1506

1507 画像部位セット選択では検査区分の一覧を表示し、選択された検査区分につき部位セットの
一覧を大分類毎に表示すること。

1508 画像部位セット選択に表示される検査区分の表示順・表示色はマスタ登録により変更できる
こと。

1509 画像部位セット選択に表示される部位セットの表示順・表示色はマスタ登録により変更でき
ること。

1510
画像部位セット選択では左・右・両側を簡単に選択できること。

1511
画像部位セット選択では部位コメントも設定できること。

1512

1513 部位詳細選択では大分類の一覧を表示し、選択された大分類について部位の一覧を表示する
こと、

1514 部位詳細選択では部位の一覧を表示し、選択された部位につき部位マスタで設定されている
修飾・手技・方向の一覧を表示すること。

1515 部位詳細選択では選択された部位にかかわらず、修飾・手技・方向の全候補を表示できるこ
と。

1516 部位詳細選択では表示された部位から1つ、修飾から最大5つ、手技から最大5つ、方向から最
大5つを選択できること。

1517
部位詳細選択では部位コメントも設定できること。

1518

1519
コメント設定では定型コメント・フリーコメントが設定できること。

1520
コメント設定の定型コメントはマスタ登録された一覧から選択できること。

1521 コメント設定のフリーコメントは過去に入力されたフリーコメントを利用して入力できるこ
と。

1522
コメント設定のフリーコメントは、検査区分毎に登録できること。

1523 コメント設定の注意事項は入力中の画像オーダに含まれる部位マスタに登録されている注意
事項が表示されること。

1524
コメント設定の注意事項の内容はマスタに登録することで変更できること。

1525

1526
画像検査オーダで入力中の部位に応じて必要な予約を取得できること。 ●

1527 画像検査予約には入力中の画像オーダに含まれる部位に応じて必要な予約枠の情報が表示さ
れること。 ●

1528
画像検査予約では複数の予約枠の中から日時を選択して予約登録できること。 ●

1529 画像検査予約には予約枠の2ヶ月分のカレンダーが表示され、予約可能な日は色を変えて明示
すること。

1530 画像検査予約のカレンダーで予約日を選択することにより、該当する日の予約状況が表示さ
れること。

1531 画像検査予約の予約状況表示には予約枠名称・予約詳細・取得済みの枠数・予約時刻毎に枠
数と残数が表示されること。

画像検査セット

部位セット選択

部位詳細選択

コメント設定

画像検査予約



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1532

画像検査予約の予約状況表示から特定の時刻の予約登録ができること。

1533
画像検査予約には患者に対して取得されている予約を一覧すること。

1534 画像検査予約で予約を一覧する際には、予約日時・受付区分・受付時刻・予約枠名称・診療
科・担当者・入力者・入力日時・受付状態が表示されること。

1535
画像検査予約で一覧されている予約の受付状態を変更できること。

1536
画像検査予約で一覧されている予約の取消、変更ができること。

1537
画像検査予約で予約変更登録時に予約票を印刷できること。

1538
大分類の設定によっては、予約を依頼と同時に自動的に取得することができること。

1539
画像検査予約では、時間指定なしの予約登録ができること。

1540
画像部位毎に連続枠の設定が可能なこと。

1541

1542
画像検査オーダ画面と同時に描画ツールが表示されること。

1543

1544
処置オーダ入力ができること。 ●

1545
処置オーダの入力は、1回の入力で複数回のオーダを入力できること。 ●

1546
処置オーダには依頼と実施の区別ができ、入力時に切り替えができること。 ●

1547
処置オーダ入力のために、履歴表示・処置項目検索の機能があること。 ●

1548 処置オーダには事後区分・実施日・実施時刻・適応保険・実施場所・診療区分・処置項目・
処置量・単位・コメントが設定できること。 ●

1549 マスタにオーダ単位、実施単位、医事単位が夫々別で登録されている時、どの単位でオーダ
するかを選択できること。

1550
処置オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

1551
処置オーダの事後区分はマスタに登録された一覧から選択できること。 ●

1552
処置オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1553
処置オーダの実施場所はマスタに登録された一覧から選択できること。 ●

1554
処置オーダの診療区分は処置項目に連動して既定値を表示すること。

1555
処置オーダの診療区分はマスタに登録された一覧から選択できること。

1556
処置オーダの診療区分には診療区分毎に背景色を設定できること。

1557
処置オーダの処置項目・処置量は処置項目検索を利用して設定できること。

1558
処置オーダの処置項目には処置項目毎または診療区分毎に背景色を設定できること。

1559 酸素量を入力する際は毎時、または毎分の使用量・開始時間・終了時間を入力することで総
使用量が自動計算されること。 ●

1560 人工呼吸器の酸素量を入力する際は、毎時、または毎分の換気量・酸素濃度・開始時間・終
了時間を入力することで総使用量が自動計算されること。 ●

1561 酸素量計算時の開始・終了時間が同一日内で重複する場合は同オーダ内、別オーダに関わら
ず警告が表示されること。 ●

1562
処置オーダのコメントはRP単位に最大3つまで入力できること。

1563
処置オーダのコメントでテンプレート入力ができること。

1564
処置オーダで入力できるRP数・項目数はマスタで設定できること。 ●

1565
処置オーダでは入力中の処置項目毎に削除できること。 ●

1566
処置オーダでは入力中のRP毎に削除できること。 ●

1567
処置オーダでは入力中の処置オーダの内容を破棄する機能があること。 ●

1568
処置オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1569 処置オーダで依頼入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1570 処置オーダで実施入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1571
処置オーダを入力後、依頼および実施する前に内容のチェックをかけられること。 ●

画像描画

処置オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1572 処置オーダの内容のチェックは処置項目に設定された単独依頼フラグを条件にして、RP内に

単独依頼フラグがついた処置項目が1つもない場合は警告すること。

1573
処置オーダの入力後、依頼および実施を実行する前に確認メッセージを表示できること。

1574
処置オーダの依頼後および実施後に確認メッセージを表示できること。

1575
処置オーダの中止時に関連する実施がある場合は、警告を表示すること。

1576 処置オーダの中止時に関連する画像実施がある場合は、画像オーダを未実施に戻す選択がで
きること。

1577
処置実施時に、実施コメントがない場合は、警告メッセージを表示できること。

1578
処置実施画面に、看護実施コメントも表示できること。

1579
処置実施画面では、所要時間を入力できること。

1580 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギーが処置オーダ画面上に表示
されていること。

1581
処置オーダのオーダタイトルの初期値および自動設定ができること。

1582
処置オーダのオーダ種別（依頼または実施）の初期値をユーザ毎に保存できること。

1583
同日依頼および実施に対して警告メッセージを表示できること。

1584
処置オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1585 処置オーダを履歴からコピーした際に、単位が変更されている場合は警告を表示できるこ
と。 ●

1586
処置オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1587
処置オーダを依頼・実施する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1588
処置オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1589
処置オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1590 処置オーダを依頼する際に入院・外来をチェックし、マスタで指定された分類と違う場合は
警告を表示できること。 ●

1591 処置オーダに指定項目が含まれる場合は依頼後指定項目に紐づけた文書棚が表示され入力を
促せること。 ●

1592

1593
処置オーダ入力画面と同時に処置オーダの履歴表示ができること。 ●

1594 処置履歴では処置依頼・画像依頼・依頼実施・処置実施・看護実施・中止含む・検索開始日
の条件設定にしたがい処置オーダの履歴を検索できること。

1595 処置履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択した
回数が次回の初期値に設定されること。

1596
処置履歴では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1597
処置履歴では一覧からオーダを選択し、入力中の処置オーダにコピーできること。

1598
処置履歴では内容を表示しているオーダに対して中止ができること。

1599

1600
医師別処置セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1601
医師別処置セットは表示順を変更できること。

1602 医師別処置セットでは処置セット一覧からセットを選択することで、セットの内容が表示さ
れること。

1603 医師別処置セットでは処置セット一覧からセットを選択し、入力中の処置オーダにコピーで
きること。

1604
医師別処置セットは識別文字をマスタで設定できること。

1605

1606
処置セット選択に表示される処置大カテゴリの表示順はマスタ登録により変更できること。

1607
処置セット選択に表示される処置カテゴリの表示順はマスタ登録により変更できること。

1608
処置セット選択に表示される処置セットの表示順はマスタ登録により変更できること。

1609

1610 処置項目選択では大カテゴリの一覧を表示し、選択された大カテゴリにつきカテゴリの一覧
を表示すること。

1611 処置項目選択ではカテゴリの一覧から選択されたカテゴリに含まれる処置セットを一覧する
こと。

処置セット選択

処置項目選択

処置履歴

処置セット



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1612 処置項目選択では処置セットの一覧から選択された処置セットに含まれる処置項目の一覧と

処置セットのコメントを表示できること。

1613 処置項目選択では一覧された処置項目をRP毎におよび全RPを入力中の処置オーダに追加でき
ること。

1614
処置項目選択に表示される処置項目には背景色を設定できること。

1615

1616
食事オーダ入力ができること。 ●

1617 食事オーダ入力のために、履歴表示・カレンダー表示・食種選択・コメント選択の機能があ
ること。 ●

1618 食事オーダには開始食・終了食・依頼区分・担当者・変更理由・患者情報（病名・身長・体
重）・指示・食種等（食種・主食・主食量・食形・食種コメント）・制限・コメント（定型
コメント・禁止コメント・その他コメント）が設定できること。

●

1619
食事オーダの終了食は継続も指定できること。 ●

1620
食事オーダの終了食は依頼区分によって入力できなくなること。

1621
食事オーダではあがり食の入力ができること。 ●

1622
食事オーダではあがり食のセット毎に食事継続の既定値を設定できること。

1623
食事オーダの依頼区分はマスタに登録でき名称を設定できること。

1624 食事オーダの依頼区分により食種等を設定しない、コメント（定型コメント・禁止コメン
ト・その他コメント）のみの依頼ができること。

1625 食事オーダの依頼区分により食種等・定型コメントおよび禁止コメントを設定しない、その
他コメントのみの依頼ができること。

1626
食事オーダの変更理由はマスタに登録でき、最初に表示される既定値を設定できること。

1627 食事オーダの患者情報の病名は患者プロファイルのプロブレムと連動して初期値を表示でき
ること。 ●

1628
食事オーダの患者情報の病名はマスタ登録された病名一覧からも選択できること。 ●

1629 患者プロファイルで登録した身長・体重・BSA・BMI・アレルギーが食事オーダ画面上に表示
されていること。 ●

1630
食事オーダの指示の特食加算は入力中の食種から自動設定され、変更できること。 ●

1631
食事オーダの特食加算は該当の病名候補をマスタから設定できること。 ●

1632
食事オーダの特食加算は朝・昼・夜のタイミング毎に設定できること。 ●

1633
食事オーダの特食加算は選択した候補病名によってON・OFFが切り替わること。 ●

1634
食事オーダの指示に栄養指導依頼を設定できること ●

1635
食事オーダの食種等は履歴表示・カレンダー表示・食種選択から設定できること。

1636
食事オーダの制限にはマスタ登録された制限項目を最大4つまで表示できること。

1637
食事オーダの制限にはマスタ登録された選択候補の一覧を表示できること。

1638
食事オーダの制限にマスタ登録されていない場合は任意に入力できること。

1639
食事オーダのコメントには定型コメントを最大10個まで設定できること。 ●

1640
食事オーダのコメントには禁止コメントを最大10個まで設定できること。 ●

1641
食事オーダのコメントにはその他コメントを最大3個まで入力できること。 ●

1642 食事オーダのコメントの定型コメントと禁止コメントはコメントの選択から設定できるこ
と。 ●

1643 食事オーダのコメントの定型コメント・禁止コメントおよびその他コメントの名称はマスタ
登録できること。 ●

1644
食事オーダのコメントは食種と関連付けできること。

1645
食事オーダの印刷機能ではPDF表示せずプリンターに直接印刷（自動印刷）ができること。

1646
食事オーダのコメントは患者プロファイルとして設定できること。

1647
食事オーダでは入力中の内容を破棄できる機能があること。 ●

1648
食事オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1649
食事オーダでは通常依頼と緊急依頼の区別があること。 ●

1650
食事オーダの緊急依頼では入力内容をチェックせずに依頼が完了すること。 ●

食事オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1651

食事オーダを入力後、依頼する前に内容のチェックをかけられること。 ●

1652 入院期間外を開始日にして食事オーダを依頼する際は警告または禁止メッセージが表示され
ること。 ●

1653 食事オーダで入力中の内容を医師別セット・食種セットとして名称をつけて登録できるこ
と。

1654
食事オーダの実施時刻は、マスタ登録できること。

1655
食事オーダの左フレーム部分の初期表示タブをユーザプロファイルで設定できること。

1656 食事オーダで指定食種が選択された場合は依頼後指定食種に紐づけた文書棚が表示され入力
を促せること。 ●

1657

1658
食事オーダ入力画面と同時に食事オーダの履歴表示ができること。 ●

1659 食事履歴では入力日順・開始食順・表示過去件数・食種のみの条件設定にしたがい食事オー
ダの履歴を検索できること。

1660 食事履歴では検索された結果につき、開始食・終了食・食種（朝）・主食（朝）を一覧表示
すること。

1661
食事履歴では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1662
食事履歴では一覧からオーダを選択し、入力中の食事オーダにコピーできること。

1663

1664
医師別食事セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1665
医師別食事セットは表示順の変更・削除ができること。

1666 医師別食事セットでは食事セット一覧からセットを選択することで、入力中の食事オーダに
コピーできること。

1667

1668 食事カレンダーでは検索開始日、表示日数を指定することで食事内容をカレンダー表示でき
ること。

1669 食事カレンダーには三食別に食種および主食または依頼区分名称を表示すること、前日と変
化がない場合は矢印で表示すること。食種か依頼区分名称の表示かは依頼区分で設定できる
こと。

1670 食事カレンダーではカレンダーからオーダを選択することで、オーダの内容が表示されるこ
と。

1671
食事カレンダーでは一覧からオーダを選択し、入力中の食事オーダにコピーできること。

1672

1673
食種選択では食種区分の一覧を表示し、選択された食種区分に食種の一覧を表示すること。 ●

1674
食種選択では食種区分毎に登録された説明文書を表示できること。

1675
食種選択では食種区分を一覧する際に背景色を設定できること。

1676 食種選択では選択された食種区分の食種を一覧する際にマスタに登録されている成分を最大6
項目表示すること。

1677
食種選択で表示される成分の名称はマスタ登録できること。

1678
食種選択では食事場所を選択できること。

1679
食種選択に表示される食事場所一覧はマスタ登録できること。

1680
食種選択では選択された食種に連動して食形・主食および主食量の一覧が表示されること。

1681
食種選択では選択された食種に連動して食形および主食の権限付き一覧が表示されること。

1682 食種選択では選択された食種にかかわらず、登録されている食形・主食および主食量の全候
補の一覧が表示されること。

1683 食種選択では選択された食種区分に関連して朝・昼および夕の別に食種コメントを一覧する
こと。

1684
食種選択は食種コメントを朝・昼および夕毎に各最大3個まで設定できること。

1685 食種選択では選択された食種・食形・主食・主食量・食種コメントを朝・昼・夕および三食
を指定して入力中の食事オーダに反映できること。

1686

1687
食種別食事セットは食種区分毎に設定できること。

1688
食種別食事セットは表示順の変更・削除ができること。

1689 食種別食事セットでは食事セット一覧からセットを選択することで、入力中の食事オーダに
コピーできること。

食事履歴

医師別食事セット

食事カレンダー

食種選択

食種別セット



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1690

食種別食事セットは食種コメントを含められること。

1691
食種別食事セットはセット展開時および履歴コピー時に展開できること。

1692

1693
食事コメント選択では定型コメントの一覧を表示し最大10個まで選択できること。 ●

1694
食事コメント選択では選択された定型コメントを入力中の食事オーダに追加できること。 ●

1695
食事コメント選択では定型コメントに権限付き定型コメントを一覧できること。 ●

1696
食事コメント選択では禁止コメントの一覧を表示し最大10個まで選択できること。 ●

1697
食事コメント選択では選択された禁止コメントを入力中の食事オーダに追加できること。 ●

1698
食事オーダのあがり食のセットでは、1食ごとにコメントを設定できること。 ●

1699

1700
食事オーダチェックでは病名の入力がない場合に警告または禁止する。 ●

1701
食事オーダチェックでは開始食が過去日の場合に警告する。 ●

1702
食事オーダチェックでは開始食が締め切り時刻を過ぎている場合に警告または禁止する。 ●

1703
食事オーダチェックでは締め切り時刻をマスタに登録できる。 ●

1704 食事オーダチェックでは入院していない患者の依頼は変更理由を特定のコードに設定するよ
う警告する。

1705
食事オーダチェックでは食種と主食・食形の整合性をチェックし禁止する。

1706
食事オーダチェックでは食止めの依頼時に開始・終了の整合性をチェックし禁止する。

1707 食事オーダチェックでは食事依頼時に定型コメントと期間中の処方薬品との禁忌チェックを
する。

1708
食事オーダチェックでは薬品マスタでは設定された禁忌食事を確認できること。

1709

1710
リハビリオーダ入力ができること。 ●

1711
リハビリオーダ入力のために、履歴表示の機能があること。 ●

1712 リハビリオーダには開始日・緊急区分・事後区分・適応保険・リハビリ種別・診断・障害・
リハビリ期間・発症日等・手術・感染症・コメントが設定できること。 ●

1713
リハビリオーダの緊急区分はマスタ登録された一覧から選択できること。 ●

1714
リハビリオーダの事後区分はマスタ登録された一覧から選択できること。 ●

1715
リハビリオーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1716 リハビリオーダのリハビリ種別は複数選択でき、付属情報としてベッドサイドに設定ができ
ること。

1717 リハビリオーダの診断は患者プロファイルのプロブレムと連動して初期値を表示できるこ
と。

1718
リハビリオーダの診断はマスタ登録された病名一覧からも選択できること。

1719 リハビリオーダの診断は最大3つまで設定でき候補から選択するとともに任意の文字入力もで
きること。

1720
リハビリオーダの障害はマスタ登録された障害一覧から選択できること。

1721 リハビリオーダの障害は最大3つまで設定でき候補から選択するとともに任意の文字入力もで
きること。

1722
リハビリオーダのリハビリ期間は指定なしを設定できること。 ●

1723
リハビリオーダのリハビリ期間は終了日を設定できること。 ●

1724
リハビリオーダのリハビリ期間は日・週・および月で期間を設定できること。 ●

1725
リハビリオーダのリハビリ期間の表示は終了日と期間表示が連動すること。

1726
リハビリオーダの発症日等は日付を最大4つ設定できること。

1727
リハビリオーダの発症日等に表示する日付の名称はマスタ登録できること。

1728
リハビリオーダの手術はマスタ登録された手術一覧から選択できること。

1729 リハビリオーダの手術は最大2つまで設定でき候補から選択するとともに任意の文字入力もで
きること。

リハビリオーダ

コメント選択

食事チェック



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1730

リハビリオーダの手術には手術日を設定できること。

1731
リハビリオーダの手術の手術日には未定を設定できること。

1732 リハビリオーダの感染症は患者プロファイルの設定を既定値として表示し必要に応じて変更
できること。

1733
リハビリオーダの感染症は最大10個まで設定できること。

1734
リハビリオーダのコメントは最大5つまで入力できること。

1735
リハビリオーダのコメントには任意のタイトルをマスタ登録できること。

1736
リハビリオーダのコメントはテンプレートを利用して入力できること。

1737
リハビリオーダのコメントの画面上の大きさをマスタ登録できること。

1738
リハビリオーダでは入力中のリハビリオーダの内容を破棄する機能があること。 ●

1739
リハビリオーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1740 リハビリオーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1741
リハビリ専用の伝票を印刷できること。

1742 リハビリオーダの印刷機能ではPDF表示せずプリンターに直接印刷（自動印刷）ができるこ
と。

1743
リハビリオーダを入力後、依頼する前に内容のチェックをかけられること。 ●

1744 リハビリオーダの内容のチェックは入力必須のチェックとし、発症日等およびコメントに
チェックを設定し禁止すること。 ●

1745 リハビリオーダ画面で担当者の選択ができること。また、担当者はマスタに最大10人まで設
定可能なこと。 ●

1746
リハビリ伝票に担当者が印刷できること。

1747
リハビリ伝票にマスタで設定した日付の印刷ができること。

1748
リハビリ伝票に担当者が印刷できること。

1749
リハビリオーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1750
リハビリオーダは依頼時に紐づけた文書棚が表示され入力を促せること。 ●

1751
リハビリオーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1752
リハビリオーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1753
リハビリオーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1754
リハビリオーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1755

1756
リハビリオーダ入力画面と同時にリハビリオーダの履歴表示ができること。 ●

1757 リハビリ履歴では入力日順・開始日順・中止含むの条件設定にしたがいリハビリオーダの履
歴を検索できること。

1758 リハビリ履歴では検索された結果につき、入力日または検査日・診療科・オーダタイトル・
中止状態を一覧表示すること。

1759 リハビリ履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択
した回数が次回の初期値に設定されること。

1760
リハビリ履歴では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1761
リハビリ履歴では一覧からオーダを選択し、入力中のリハビリオーダにコピーできること。

1762
リハビリ履歴では内容を表示しているオーダに対して中止ができること。

1763

1764
医師別リハビリセットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1765
医師別リハビリセットは表示順を変更できること。

1766 医師別リハビリセットではリハビリセット一覧からセットを選択することで、セットの内容
が表示されること。

1767 医師別リハビリセットではリハビリセット一覧からセットを選択し、入力中のリハビリオー
ダにコピーできること。

1768

1769
細菌検査オーダ入力ができること。 ●

リハビリ履歴

リハビリセット

細菌検査オーダ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1770

細菌検査オーダ入力のために、履歴表示の機能があること。 ●

1771 細菌検査オーダには採取日・採取時刻・緊急区分・事後区分・適応保険・材料・検査目的・
短いコメント・投与薬剤等・汎用チェック項目・長いコメント・ラベルの発行先が設定でき
ること。

●

1772
細菌検査オーダの検査時刻はマスタ登録された時刻一覧から選択できること。 ●

1773
細菌検査オーダの緊急区分はマスタ登録された一覧から選択できること。 ●

1774
細菌検査オーダの事後区分はマスタ登録された一覧から選択できること。 ●

1775
細菌検査オーダの適応保険は患者に登録されている保険の一覧から選択できること。 ●

1776 細菌検査オーダでは材料区分を一覧し、選択された材料区分に含まれる材料を一覧するこ
と。 ●

1777
細菌検査オーダでは一覧された材料から1つを選択できること。 ●

1778
細菌検査オーダでは検査目的を一覧し、検査目的を最大3つまで設定できること。 ●

1779
細菌検査オーダでは一覧された短いコメントの一覧から短いコメントを選択できること。

1780 細菌検査オーダの短いコメントは最大2つまで設定でき候補から選択するとともに任意の文字
入力もできること。

1781
細菌検査オーダでは投与薬剤等として最大4種類の項目を設定できること。 ●

1782
細菌検査オーダの投与薬剤等は名称をマスタ登録できること。 ●

1783
細菌検査オーダの投与薬剤等は選択肢をマスタ登録できること。 ●

1784
細菌検査オーダの投与薬剤等は最大5つまで選択できること。 ●

1785
細菌検査オーダの汎用チェック項目の内容はマスタに登録することで変更できること。

1786
細菌検査オーダの汎用チェック項目は最大10個まで登録できること。

1787 細菌検査オーダの汎用チェック項目にはチェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウン
およびテキスト入力を組み合わせて6種類の入力が登録できること。

1788 細菌検査オーダの汎用チェック項目のチェックボックス・ラジオボタン・ドロップダウンお
よびテキストには選択候補の一覧と既定値を設定できること。

1789
細菌検査オーダの汎用チェック項目には名称が登録できること。

1790
細菌検査オーダのコメントは最大5つまで入力できること。

1791
細菌検査オーダのコメントには任意のタイトルをマスタ登録できること。

1792
細菌検査オーダのコメントはテンプレートを利用して入力できること。

1793
細菌検査オーダのコメントの画面上の大きさをマスタ登録できること。

1794
細菌検査オーダでは入力中の細菌検査オーダの内容を破棄する機能があること。 ●

1795 指定期間内に同検査種別且つ同材料で既に細菌検査オーダが依頼されている場合は警告メッ
セージを表示されること。 ●

1796
細菌検査オーダの入力中に依頼を行わずに患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1797
細菌検査オーダで入力中の内容を医師別セットとして名称をつけて登録できること。

1798 細菌検査オーダで入力が完了した時点で印刷画面が自動的に表示される機能を有し、設定の
状態はユーザ毎に保管すること。

1799
細菌検査オーダを入力後、依頼する前に内容のチェックをかけられること。 ●

1800 細菌検査オーダの内容のチェックは入力必須のチェックとし、コメントにチェックを設定し
禁止すること。 ●

1801
細菌オーダは依頼時に紐づけた文書棚が表示され入力を促せること。 ●

1802
細菌検査オーダ画面を表示する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1803
細菌検査オーダを依頼する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1804
細菌検査オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1805
細菌検査オーダの中止不可オーダを中止する際に、アクセス権限をチェックすること。 ●

1806

1807
細菌検査オーダ入力画面と同時に細菌検査オーダの履歴表示ができること。 ●

1808 細菌検査履歴では入力順・検査順・中止含むの条件設定にしたがい細菌オーダの履歴を検索
できること。

細菌検査履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1809 細菌検査履歴では検索された結果につき、入力日または実施日・診療科・材料・中止状態を

一覧表示すること。

1810 細菌検査履歴表示で一覧表示する件数は、10回・25回・50回・99回から選択でき、一度選択
した回数が次回の初期値に設定されること。

1811
細菌検査履歴では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1812
細菌検査履歴では一覧からオーダを選択し、入力中の細菌検査オーダにコピーできること。

1813
細菌検査履歴では内容を表示しているオーダに対して中止ができること。

1814

1815
医師別細菌検査セットはユーザ毎に設定でき、他のユーザのセットも利用できること。 ●

1816
医師別細菌検査セットは表示順を変更できること。

1817 医師別細菌検査セットでは細菌検査セット一覧からセットを選択することで、セットの内容
が表示されること。

1818 医師別細菌検査セットでは細菌検査セット一覧からセットを選択し、入力中の細菌検査オー
ダにコピーできること。

1819

1820
指示オーダでは患者に対する指示が登録できること。 ●

1821
指示オーダでは指示を登録する際に看護ケアも登録できること。 ●

1822
指示オーダでは入力中の指示オーダを破棄する機能があること。 ●

1823 指示オーダでは選択している患者に対して緊急区分・指示区分・指示項目・指示コメント・
オーダコメントが入力できること。 ●

1824
指示オーダでは指示オーダを開始する日付、時刻の指定ができること。 ●

1825
指示オーダでは指示オーダを終了する日付、時刻の指定ができること。 ●

1826
指示オーダでは終了日付の変わりに継続も選択できること。 ●

1827
指示オーダでは指示項目ごとに指定した指示内容を初期表示できること。

1828
指示オーダでは最大5個までオーダコメント・指示コメントが入力できること。

1829 指示オーダではコメントのタイトル・表示幅・テンプレート・オーダコメントがマスタで設
定できること。

1830
指示オーダではコメント入力の際にテンプレートを使用できること。

1831
指示オーダでは履歴からのコピーが選択された場合、依頼区分を選択できること。

1832
指示オーダを入力後、依頼をする前に内容のチェックが行われること。 ●

1833
指示オーダの入力中に依頼を行わず患者選択に戻る場合は警告を表示できること。 ●

1834
指示オーダで指示の期間が重複していた場合は既存の指示を中止できること。

1835
指示オーダ画面表示時にはアクセス権限をチェックすること。 ●

1836
指示オーダの依頼時にはアクセス権限をチェックすること。 ●

1837
指示オーダの中止・中断時にはアクセス権限をチェックすること。 ●

1838
指示オーダは依頼時に対象の指示項目に紐づけた文書棚が表示され入力を促せること。 ●

1839

1840
指示オーダ入力画面と同時に指示オーダの履歴表示ができること。 ●

1841 指示履歴では検索日・指示区分・指示項目・依頼区分・中止含む・内容変更の条件設定にし
たがい指示オーダの履歴を検索できること。

1842 指示履歴では検索された結果につき、指示コメント・開始･終了・入力者・依頼区分・開始日
時・確認日・終了日時を一覧表示すること。

1843
指示履歴では一覧からオーダを選択することで、オーダの内容が表示されること。

1844
指示履歴では指示内容が現在有効な項目の文字色が変更されていること。

1845
指示履歴では一覧からオーダを選択することで登録されている関連履歴が表示できること。

1846
指示履歴では一覧からオーダを選択し、入力中の指示オーダにコピーできること。

1847
指示履歴では内容を表示しているオーダに対して中止ができること。

1848
指示履歴では内容を表示しているオーダに対して印刷ができること。

細菌検査セット

指示オーダ

指示履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1849

1850
統合セットでは複数区分のオーダを一括して変更・依頼できる機能を有すること。 ●

1851

1852 患者履歴ではカルテ入力・処方オーダ・検体オーダ・画像オーダ・注射オーダ・処置オー
ダ・食事オーダ・リハビリオーダ・細菌オーダ・手術オーダ・病理オーダ・輸血オーダの患
者履歴を表示できること。

1853 患者履歴は検索日・検索日からの件数・取り消し状態を指定して、入力日順または実施日順
に履歴を表示できること。

1854 患者履歴は一覧された患者履歴を選択することで履歴をコピーして新規オーダ・カルテの入
力ができること。

1855 患者履歴では複数区分の患者のオーダ履歴を組み合わせて患者専用の統合セットとして登録
できること。

1856

1857 ユーザセットでは処方オーダ・検体オーダ・画像オーダ・注射オーダ・処置オーダ・カレン
ダー型注射オーダ・食事オーダ・リハビリオーダ・予定・細菌オーダ・手術オーダ・病理
オーダ・輸血オーダの自分用・診療科用・全員用セットを表示できること。

1858
ユーザセットでは他のユーザの自分用セットも表示できること。

1859 ユーザセットは一覧されたオーダセットを選択することでセット内容をコピーして新規オー
ダの入力ができること。

1860 ユーザセットではカルテ入力書式、文書棚、予約枠、患者プロファイルセットを表示できる
こと。

1861 ユーザセットは一覧されたカルテ入力書式、文書棚、予約枠、プロファイルセットをを選択
することで入力画面を展開できること。

1862 ユーザセットでは複数区分のオーダの自分用・診療科用・全員用セット、およびカルテ入力
書式・予約枠・患者プロファイルセットを組み合わせて統合セットとして登録できること。

1863
ユーザセットでは他のユーザの自分用セットも統合セット登録の対象に利用できること。

1864

1865
統合セットでは患者履歴・ユーザセットで登録された統合セットの一覧を表示できること。 ●

1866
統合セットでは他のユーザの統合セット一覧も表示・使用できること。 ●

1867
統合セットは表示順を変更できること。 ●

1868 統合セットを選択するとセットに含まれるオーダ・カルテ入力書式、文書棚、予約枠、プロ
ファイルセットのタイトルが表示されること。 ●

1869 選択した統合セットのオーダタイトルをクリックでセット内容をコピーして新規オーダの入
力ができること。 ●

1870 統合セットで新規オーダ画面を展開する場合、指定した開始日をオーダの既定値にできるこ
と。 ●

1871 選択したセットのカルテ入力書式、文書棚、予約枠、プロファイルセットをのタイトルをク
リックで入力画面を展開できること。 ●

1872 統合セットでは開始日を指定して選択した統合セットのオーダを一括で自動依頼できるこ
と。また指定したオーダのみを自動依頼の対象から外すことができること。 ●

1873 統合セットを使用した日を最新20回分表示し、日付を選択することでこの日に使用された統
合セットを表示すること。 ●

1874 1ヶ月分のカレンダーに統合セットが使用された日に色をつけて表示されること。日付を選択
することでこの日に使用された統合セットを表示すること。 ●

1875

1876 オーダ一括では日付・入外・診療科・入力者・取り消し状態・オーダ種別、事後区分を指定
してオーダの検索ができること。

1877 日付は開始日・以降の開始日・実施日・以降の実施日のいずれかを検索条件に指定できるこ
と。

1878
オーダ種別選択ドロップダウンに「全部」リンクをクリックすると全選択ができること。

1879 オーダ一括では検索条件をセット化できること。セットは自分用・全員用で複数作成できる
こと。

1880 作成した検索条件セットをタブ化して専用画面を作成できること。タブは自分用・全員用で
複数作成できること。

1881
オーダ一括では一覧されたオーダの内容を表示できること。

1882 オーダ一括では一覧から選択されたオーダについて、オーダ種に応じた変更画面を表示でき
ること。

1883
オーダ一括では検査・画像オーダの入外区分を一括変更できること。

1884
オーダ一括では任意の検索セットを画面に追加できること。

1885
オーダ一括では一覧されたオーダを一括して中止できること。

1886
オーダ一括では個別の取消・中断が簡単にできること。

1887
オーダ一括ではオーダ入力画面を表示し、中止／DOができること。

ユーザセット

統合セット

オーダ一括

統合セット

患者履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1888

オーダ一括での検索結果最大数をマスタ設定できること。

1889
オーダ一括では未定オーダを一括で指定日に確定できること。

1890

1891
1週間・1～6ヶ月単位で患者の診療予定が参照できること。

1892
診療行為毎に直近3回と今後の2回の診療内容が一覧で参照できること。

1893 予定の登録としてタイトル・コメント・種別・分類・期間・繰返し・担当者・終了日が入力
できること。

1894
期間入力時には全日・時間指定が選択できること。

1895 繰返しの入力時には年月毎の日付設定・月毎の日付指定・月毎の曜日指定・週毎の曜日指
定・毎日・隔月・隔日の指定ができること。

1896
予定の登録として、オーダと文書が関連に設定できること。

1897
オーダの指定は各オーダのセットからオーダ入力できること。

1898
表示する基準日を実施日・予定日から選択できること。

1899
予定を登録する際の分類の初期値をマスタで設定できること。

1900
予定種別の表示順をマスタで設定できること。

1901
予定の一覧表示では、検索条件の設定ができること。

1902
予定日に対して文書を各ユーザで追記登録できること。

1903
予定日に対して初期文書、初期オーダ（検体）の登録ができること。

1904
関連するオーダ・文書のカルテ参照表示・担当者の状況とコメントが入力できること。

1905
現在の検索状態をセットとして登録できること。

1906
登録されている予定をカレンダー表示できること。

1907
担当者毎の実施状況を登録できること。

1908

1909

1910 全て、または診療科ごとの分類から予約枠の選択ができること。本日枠がある予約枠だけを
抽出して選択できること。 ●

1911
選択した予約枠名称の横に担当者の名を表示できること。

1912
選択した予約枠名の下に設定した予約枠コメントが表示されること。

1913 予約枠を指定することで、終日予約可、午前予約可、午後予約可、終日予約不可別に色分け
したカレンダーを表示すること。

1914
カレンダーの日付にカーソルを合わせた時に、本日からの日数を表示すること。

1915
カレンダーの日付を指定することで、予約取得画面・現在の予約状況を表示すること。

1916 予約状況には、予約日・予約枠名・予約時刻・枠種・予約枠残・予約された患者名・予約種
別・状態を表示できること。

1917
予約状況には選択中の枠・日付の予約人数及び予約種別ごとの人数が表示されること。

1918
表示された予約取得画面の時間をクリックで予約取得ができること。

1919
予約を取得する際には、予約種別・コメントを入力できること。

1920
選択する定型コメントには予約票・受付票の印字有無を設定できること。

1921
コメントは定型コメントの・フリーコメント・職員用コメントの入力ができること。

1922
定型コメントは院内共通・予約種別・診療科別毎に設定できること。

1923 予約取得と同時に受付済みにする動作の選択が可能なこと。予約取得が当日の場合は自動的
に受付済みにする設定ができること。

1924
予約取得と同時に予約票を印刷する動作の選択が可能なこと。

1925 時間を指定しない予約の取得ができること。時間指定なしの予約を不可としている予約枠で
は予約取得できないこと。

1926 所定の枠数を超える枠に予約を取得する際は超過確認のメッセージが表示されること。さら
に超過不可の予約枠は予約取得できないこと。

1927
連枠・連コマ数を指定して複数の連続する予約枠（コマ）の取得ができること。

予定

予約

診療予約



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1928 日をまたいでの予約を行う予約枠では予約取得時に終了日時の指定画面が表示され、選択し

た日時までの予約が取得できること。 ●

1929 予約枠の設定がない日は時間を選択して予約ができること。枠の無い日の予約を不可として
いる予約枠では予約取得できないこと。

1930
既に取得済みの予約と日時が重複する場合は警告メッセージを表示すること。

1931 予約の登録時に締め時間を過ぎていた場合は警告または禁止メッセージを表示し、禁止の場
合は登録ができないこと。

1932 予約枠使用せず、医師名で日時を入力して予約取得ができること。また医師名の予約は病院
設定で使用不可にできること。

1933
予約枠はユーザ毎にお気に入り登録・編集できること。

1934
予約登録時に受付IDが発行できること。

1935
予約登録した場合は、予約一覧に追加されること。

1936
予約一覧には患者がすでに予約している予約枠と日時を表示すること。

1937
予約一覧から予約の変更、取消、受付状態・コメントの変更ができること。

1938 予約の取消を行う際は、取消理由を登録できること。また登録した取り消し理由はカルテに
記載されること。

1939
予約一覧からワンクリックで「受付済み」に受付状態を変更できること。

1940
予約一覧は予約日時、作成日時でソートできること。

1941 予約一覧から予約票印刷と受付票印刷ができること。また受付票印刷と同時に受付状態を
「受付済み」に変更できること。

1942 予約票・受付票のレイアウトにはシステム固定のフォーマットの他に、一般的なHTMLを使っ
たフォーマットを作成できること。

1943

1944
複数の予約枠を1画面に複数期間表示し、予約を取得できる画面を有すること。 ●

1945 予約簿には縦軸に時間、横軸に予約枠と日付とした予約状況を表形式で表示し、表内に予約
患者を表示すること。 ●

1946
1画面に表示する予約枠の期間は最大30日まで設定できること。 ●

1947 1画面に表示する予約枠の期間を1日単位、および表示期間単位での変更をワンクリックでで
きること。 ●

1948
予約簿は指定した分数で自動更新されること。 ●

1949 予約簿に表示される患者の受付状態が背景色で区別されること。また背景色の説明が同画面
上で確認できる機能があること。 ●

1950 全て、または診療科ごと分類から予約枠の選択ができること。本日枠がある予約枠だけを抽
出して選択できること。 ●

1951
選択した予約枠名称の横に担当者の名を表示できること。 ●

1952
カレンダーには現在の日付、表示中の期間が一目で分かるように表示されること。 ●

1953
カレンダーの日付を指定することでその日を起点とした表示期間に変更されること。 ●

1954
予約を取得する時間、予約枠と日付が交わる表をクリックで予約取得画面を表示すること。 ●

1955
予約取得画面では予約種別・コメントを入力できること。 ●

1956
コメントは定型コメントの・フリーコメント・職員用コメントの入力ができること。 ●

1957
定型コメントは院内共通・予約種別・診療科別毎に設定できること。 ●

1958 予約取得と同時に受付済みにする動作の選択が可能なこと。予約取得が当日の場合は自動的
に受付済みにする設定ができること。 ●

1959
予約取得と同時に予約票を印刷する動作の選択が可能なこと。 ●

1960 所定の枠数を超える枠に予約を取得する際は超過確認のメッセージが表示されること。さら
に超過不可の予約枠は予約取得できないこと。 ●

1961
連枠・連コマ数を指定して複数の連続する予約枠（コマ）の取得ができること。 ●

1962 日をまたいでの予約を行う予約枠では予約取得時に終了日時の指定画面が表示され、選択し
た日時までの予約が取得できること。 ●

1963 予約枠の設定がない日は時間を選択して予約ができること。枠の無い日の予約を不可として
いる予約枠では予約取得できないこと。 ●

1964
既に取得済みの予約と日時が重複する場合は警告メッセージを表示すること。 ●

1965 予約の登録時に締め時間を過ぎていた場合は警告または禁止メッセージを表示し、禁止の場
合は登録ができないこと。 ●

1966 予約枠のセット化ができること。セットは自分用・全員用を区別して作成でき、自分用以外
は権限者だけが登録可能なこと。 ●

1967 セットはセット名・当日からの表示開始日と期間の設定、複数予約枠の組み合わせ登録が可
能であること。また容易にセットの表示順変更が可能であること。 ●

予約簿



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1968

初期選択されるセットはユーザー毎に最終選択セットが保存されること。 ●

1969
予約登録時に受付IDが発行できること。 ●

1970
予約登録した場合は、予約簿に表示されること。 ●

1971
現在選択中の患者以外の氏名を予約簿に表示・非表示の切り替えができること ●

1972
予約簿から予約の変更、取消、予約種別・受付状態・コメントの変更ができること。 ●

1973 予約の取消を行う際は、取消理由を登録できること。また登録した取り消し理由はカルテに
記載されること。 ●

1974
予約簿から予約票印刷と受付票印刷ができること。 ●

1975

1976 一括予約では全て、または診療科ごと分類から予約枠を複数選択ができること。本日枠があ
る予約枠だけを抽出して選択できること。

1977
一括予約では1日単位または7日単位で日付の移動ができること。

1978 時間帯毎の枠数、残数、初診数、薬のみ患者数を表示できること。表示の切り替えで予約患
者名を表示できること。

1979 予約枠を指定することで、終日予約可、午前予約可、午後予約可、終日予約不可別に色分け
したカレンダーを表示すること。

1980
カレンダーの日付にカーソルを合わせた時に、本日からの日数を表示すること。

1981
カレンダーの日付を指定することで、予約取得画面を表示すること。

1982
予約枠の組み合わせをユーザ毎にセット化できること。

1983 複数表示された予約枠に一度の操作で同時にまとめて予約取得できること。まとめて予約取
得を行う設定はセット単位で設定可能なこと。

1984 予約を取得する際には、予約種別・コメントを入力できること。また複数の予約枠に一括で
コメントをコピーできること。

1985
コメントは定型コメントの・フリーコメント・職員用コメントの入力ができること。

1986
定型コメントは院内共通・予約種別・診療科別毎に設定できること。

1987 予約取得と同時に受付済みにする動作の選択が可能なこと。予約取得が当日の場合は自動的
に受付済みにする設定ができること。

1988 時間を指定しない予約の取得ができること。時間指定なしの予約を不可としている予約枠で
は予約取得できないこと。

1989 所定の枠数を超える枠に予約を取得する際は超過確認のメッセージが表示されること。さら
に超過不可の予約枠は予約取得できないこと。

1990 日をまたいでの予約を行う予約枠では予約取得時に終了日時の指定画面が表示され、選択し
た日時までの予約が取得できること。

1991 予約枠の設定がない日は時間を選択して予約ができること。枠の無い日の予約を不可として
いる予約枠では予約取得できないこと。

1992
既に取得済みの予約と日時が重複する場合は警告メッセージを表示すること。

1993 予約の登録時に締め時間を過ぎていた場合は警告または禁止メッセージを表示し、禁止の場
合は登録ができないこと。

1994
予約登録時に受付IDが発行できること。

1995
一括予約から予約の取消ができること。

1996 予約の取消を行う際は、取消理由を登録できること。また登録した取り消し理由はカルテに
記載されること。

1997

1998
期間を選択して予定表を印刷ができること。

1999
予定表印刷画面は患者カルテ機能リンクより表示できること。

2000
予定表には検索期間内に実施予定のオーダ・予約が実施日時順に一覧表示されること。

2001 オーダ・予約一覧には実施予定日時・オーダ種別・オーダタイトル・診療科・コメントが表
示されること。

2002 予定表には患者情報として患者ID・患者氏名・患者カナ氏名・性別・生年月日・患者IDバー
コードが表示されること。

2003
予定表には発行日時、発行者が表示されること。

2004
予定表には病院任意のお知らせ内容が表示されること。

2005

2006 看護アセスメントでは、アセスメント入力・アセスメント履歴・看護診断選択・看護診断表
示の機能があること。 ●

2007 アセスメント入力

一括予約

予定表印刷

看護アセスメント



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2008

アセスメント入力ではアセスメント領域を一覧できること。 ●

2009 アセスメント入力では一覧から選択されたアセスメント領域について、アセスメント入力に
必要なテンプレートを表示できること。 ●

2010 アセスメント入力ではテンプレートから入力されたアセスメントを文書として保管するこ
と。

2011 アセスメント入力では領域毎に過去に入力されたアセスメントを履歴一覧として表示できる
こと。

2012 アセスメント入力では領域毎に履歴一覧から選択されたアセスメントの内容をアセスメント
入力画面の既定値として展開できること。

2013
アセスメント入力では領域毎に過去に入力されたアセスメント内容を一覧表示できること。

2014 アセスメント入力では領域毎に履歴一覧から選択されたアセスメントの内容を表示できるこ
と。

2015 アセスメント入力では領域毎にアセスメント入力された内容をテンプレートの項目毎に時系
列として表示できること。

2016
アセスメント入力では領域毎に看護診断の一覧を表示できること。

2017 アセスメント入力では一覧された看護診断から選択された看護診断を、看護診断の候補とし
て登録できること。

2018

2019
アセスメント履歴ではアセスメント領域を一覧できること。 ●

2020 アセスメント履歴では全領域、または領域毎に過去に入力されたアセスメント内容を一覧表
示できること。

2021 アセスメント履歴では全領域、または領域毎に履歴一覧から選択されたアセスメントの内容
を表示できること。

2022 アセスメント履歴では全領域、または領域毎にアセスメント入力された内容をテンプレート
の項目毎に時系列として表示できること。

2023
アセスメント履歴では表示されている履歴を一括で文書作成ができること。

2024
アセスメント履歴では過去に入力されたアセスメント内容を簡単に全件表示できること。

2025

2026
看護診断選択ではアセスメント領域を一覧できること。 ●

2027 看護診断選択では一覧から選択されたアセスメント領域について、アセスメント入力に必要
なテンプレートを表示できること。 ●

2028
看護診断選択ではテンプレートから入力されたアセスメントを文書として保管すること。 ●

2029
看護診断選択では領域毎に看護診断の一覧を表示できること。 ●

2030 看護診断選択では一覧された看護診断から選択された看護診断を、看護診断の候補および確
定診断として登録できること。

2031 看護診断選択では一覧から選択された看護診断の関連因子・診断指標・患者目標・看護介入
の各一覧を表示できること。

2032
看護診断選択では一覧された関連因子を選択して患者の関連因子として登録できること。

2033
看護診断選択では一覧された関連因子を一括で患者の関連因子として登録できること。

2034
看護診断選択では一覧された診断指標を選択して患者の診断指標として登録できること。

2035
看護診断選択では一覧された診断指標を一括して患者の診断指標として登録できること。

2036
看護診断選択では一覧された患者目標を選択して患者の患者目標として登録できること。

2037
看護診断選択では一覧された患者目標を一括して患者の患者目標として登録できること。

2038
看護診断選択では一覧された看護介入を選択して患者の看護介入として登録できること。

2039
看護診断選択では一覧された看護介入を一括して患者の看護介入として登録できること。

2040

2041

2042
看護診断選択ではアセスメント領域を一覧できること。 ●

2043 看護診断選択では一覧から選択したアセスメント領域毎に看護診断の一覧を表示できるこ
と。 ●

2044 看護診断選択では一覧から選択された看護診断を、看護診断の候補および確定診断として登
録できること。

2045
既に確定診断として登録済みの看護診断は診断名の頭にマークが表示され区別されること。

2046

アセスメント履歴

看護診断

看護診断

看護診断選択

看護診断詳細選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

2047 看護診断詳細では看護診断一覧で指定された診断に紐づく診断指標・関連因子・患者目標・
看護介入をタブで切り替えて一覧表示できること。また診断指標・関連因子・患者目標・看
護介入のタブ名称はマスタ設定で変更できること。

●

2048 看護診断詳細では指標・関連因子・患者目標・看護介入の各項目が設定した表示順で表示さ
れること。 ●

2049 看護診断詳細では一覧された関連因子を個別選択または複数選択して患者の関連因子として
登録できること。

2050
看護診断詳細では一覧された関連因子を一括で患者の関連因子として登録できること。

2051 看護診断詳細では一覧された診断指標を個別選択または複数選択して患者の診断指標として
登録できること。

2052
看護診断詳細では一覧された診断指標を一括で患者の診断指標として登録できること。

2053 看護診断詳細では一覧された患者目標を個別選択または複数選択して患者の患者目標として
登録できること。

2054
看護診断詳細では一覧された患者目標を一括で患者の患者目標として登録できること。

2055 看護診断詳細では一覧された看護介入を個別選択または複数選択して患者の看護介入として
登録できること。

2056
看護診断詳細では一覧された看護介入を一括で患者の看護介入として登録できること。

2057 看護診断詳細では候補、確定、継続など状態を選択して指標・関連因子・患者目標・看護介
入の各項目を登録できること。

2058
看護診断詳細ではすでに患者に登録済み項目は表示から消えること。

2059 登録した診断指標・関連因子・患者目標・看護介入の各項目名は手入力による修正ができる
こと。

2060
診断指標・関連因子・患者目標・看護介入の手入力ができること。

2061

2062
看護診断一覧では患者に登録された看護診断の診断名を表示できること。 ●

2063 看護診断一覧には管理番号・診断名・状態・評価予定日・評価日時・登録日・更新者・登録
者を表示すること。 ●

2064
看護診断一覧では番号の降順・昇順で並べ替えできること。

2065
看護診断一覧では任意の表示順に並べ替えできること。

2066
看護診断一覧では並び替えた順番通りに管理番号を一括で振りなおすことはできること。

2067 看護診断一覧では候補・確定・継続・終了など看護診断の状態を絞り込んで表示できるこ
と。

2068 看護診断一覧では表示中の全看護診断を文書化してカルテに登録できること。また重要度を
設定できること。

2069 看護診断の文書は診断名・状態・評価予定日・評価日・看護診断詳細（関連因子・患者目
標・看護介入）・評価を選択してテキスト化できること。手入力によるテキストの追記・削
除もできること。

2070 評価予定日は当日を起点に設定された日数をプラスした日付が初期セットされること。日数
は病院全体、および個人で設定できること。

2071
看護診断一覧では診断に対する看護記録が登録できること。

2072
看護診断一覧では状態・評価日・評価予定日を変更できること。

2073
看護診断一覧ではワンクリックで各看護診断の評価日を当日に更新できること。

2074
看護診断一覧では状態の変更履歴を表示すること。

2075
看護診断一覧では診断名ごとに評価の登録ができること。

2076
評価入力欄は最大5まで作成できること。

2077
評価登録画面では直近の評価が入力欄に初期表示されること。

2078
評価登録画面では実施日時を入力できること。

2079 評価登録画面では診断名の評価登録と同時にこの診断名に紐づく診断指標・関連因子・患者
目標・看護介入の評価日を更新し次の評価予定日をセットできること。

2080
評価登録画面では過去の履歴を表示できること。

2081
評価履歴から登録した評価を削除できること。

2082 看護診断一覧では選択中の看護診断に紐づいた看護指示セットを指定した基準日で展開し、
体温表・各ワークシートに反映できること。

2083

2084 看護診断詳細一覧では選択された看護診断に紐付く選択済みの関連因子・診断指標・患者目
標・看護介入の各一覧を表示できること。 ●

2085 看護診断詳細一覧では関連因子・診断指標・患者目標・看護介入の4区分毎に選択済み項目を
一覧表示できること。 ●

看護診断一覧

看護診断詳細一覧



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2086 看護診断詳細で一覧される各項目には名称・状態・評価予定日・評価日・更新者登録者が表

示されること。 ●

2087
看護診断詳細一覧では登録順・マスタで設定した表示順で並び順を切り替えできること。

2088
看護診断詳細一覧では状態・評価予定日を変更できること。

2089
看護診断詳細一覧ではワンクリックで各項目の評価日を当日に更新できること。

2090
看護診断詳細一覧では選択した項目に対する看護記録が登録できること。

2091 看護診断詳細一覧では選択中の看護診断を文書化してカルテに登録できること。また重要度
を設定できること。

2092 看護診断の文書は診断名・状態・評価予定日・評価日・診断指標・指標等（関連因子・患者
目標・看護介入）・評価を選択してテキスト化できること。手入力によるテキストの追記・
削除もできること。

2093

2094

2095
問題名選択では2階層の分類から問題名を一覧表示できること。 ●

2096
2階層の分類はマスタ設定で追加・修正ができること。

2097 問題名選択では一覧から選択した問題名を、問題名の候補および確定状態として登録できる
こと。 ●

2098
既に登録済みの問題名は問題名の頭にマークが表示され区別されること。

2099

2100 問題名詳細では選択された問題名に紐づく目標・観察・治療・教育をタブで切り替えて一覧
表示できること。また目標・観察・治療・教育のタブ名称はマスタ設定で変更できること。 ●

2101
問題名詳細では目標・観察・治療・教育の各項目が設定した表示順で表示されること。 ●

2102 問題名詳細では一覧された目標を個別選択または複数選択して患者の目標として登録できる
こと。 ●

2103
問題名詳細では一覧された目標を一括で患者の目標として登録できること。

2104 問題名詳細では一覧された観察を個別選択または複数選択して患者の観察として登録できる
こと。

2105
問題名詳細では一覧された観察を一括で患者の観察として登録できること。

2106 問題名詳細では一覧された治療を個別選択または複数選択して患者の治療として登録できる
こと。

2107
問題名詳細では一覧された治療を一括で患者の治療として登録できること。

2108 問題名詳細では一覧された教育を個別選択または複数選択して患者の教育として登録できる
こと。

2109
問題名詳細では一覧された教育を一括で患者の教育として登録できること。

2110 問題名詳細では候補、確定、継続など状態を選択して指標・観察・治療・教育の各項目を登
録できること。

2111
問題名詳細ではすでに患者に登録済み項目は表示から消えること。

2112
登録した目標・観察・治療・教育の各項目名は手入力による修正ができること。 ●

2113
目標・観察・治療・教育のの手入力ができること。 ●

2114

2115
標準看護計画一覧では患者に登録された標準看護計画の問題名を表示できること。 ●

2116 標準看護計画一覧には管理番号・問題名・状態評価予定日・評価日時・登録日・更新者・登
録者を表示すること。 ●

2117
標準看護計画一覧では番号の降順・昇順で並べ替えできること。

2118
標準看護計画一覧では任意の表示順に並べ替えできること。

2119 標準看護計画一覧では並び替えた順番通りに管理番号を一括で振りなおすことはできるこ
と。

2120 標準看護計画一覧では候補・確定・継続・終了など標準看護計画の状態を絞り込んで表示で
きること。

2121 標準看護計画一覧では表示中の全標準看護計画を文書化してカルテに登録できること。また
重要度を設定できること。

2122 標準看護計画の文書は問題名・状態・評価予定日・評価日・各問題名詳細（目標・観察・治
療・教育など）・評価を選択してテキスト化できること。手入力によるテキストの追記・削
除もできること。

2123 評価予定日は当日を起点に設定された日数をプラスした日付が初期セットされること。日数
は病院全体、および個人で設定できること。

2124
標準看護計画一覧では問題名に対する看護記録が登録できること。

問題名詳細選択

標準看護計画一覧

標準看護計画

問題名選択



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2125

標準看護計画一覧では状態・評価日・評価予定日を変更できること。

2126
標準看護計画一覧ではワンクリックで各標準看護計画の評価日を当日に更新できること。

2127
標準看護計画一覧では状態の変更履歴を表示すること。

2128
標準看護計画一覧では問題名ごとに評価の登録ができること。

2129
評価入力欄は最大5まで作成できること。

2130
評価登録画面では直近の評価が入力欄に初期表示されること。

2131
評価登録画面では実施日時を入力できること。

2132 評価登録画面では問題名の評価登録と同時にこの問題名に紐づく目標・観察・治療・教育の
評価日を更新し次の評価予定日をセットできること。

2133
評価登録画面では過去の履歴を表示できること。

2134
評価履歴から登録した評価を削除できること。

2135 標準看護計画一覧では選択中の標準看護計画に紐づいた看護指示セットを指定した基準日で
展開し、体温表・各ワークシートに反映できること。

2136

2137 標準看護計画詳細一覧では選択された標準看護計画に紐付く選択済みの目標・観察・治療・
教育の各一覧を表示できること。 ●

2138 標準看護計画詳細一覧では目標・観察・治療・教育の4区分毎に選択済み項目を一覧表示でき
ること。 ●

2139 標準看護計画詳細で一覧される各項目には名称・状態・評価予定日・評価日・更新者登録者
が表示されること。 ●

2140 標準看護計画詳細一覧では登録順・マスタで設定した表示順で並び順を切り替えできるこ
と。

2141
標準看護計画詳細一覧では状態・評価予定日を変更できること。

2142
標準看護計画詳細一覧ではワンクリックで各項目の評価日を当日に更新できること。

2143
標準看護計画詳細一覧では選択した項目に対する看護記録が登録できること。

2144 標準看護計画詳細一覧では選択中の標準看護計画を文書化してカルテに登録できること。ま
た重要度を設定できること。

2145 標準看護計画の文書は問題名・状態・評価予定日・評価日・問題名詳細（目標・観察・治
療・教育）・評価を選択してテキスト化できること。手入力によるテキストの追記・削除も
できること。

2146

2147

2148
看護記録入力ができること。 ●

2149
看護記録には実施日時・タイトル・重要度・分類・本文が設定できること。 ●

2150
看護記録の実施日時は当日の現時刻を既定値として表示すること。

2151 看護記録のタイトルは看護診断の一覧および、マスタに設定した内容から選択できるととも
に任意に入力できること。

2152
看護記録のタイトルが未入力の際は本文の1行目が自動的にタイトルに入ること。

2153 看護記録は重要度の選択ができること。重要度に合わせて文字色や背景色を変更できるこ
と。

2154
看護記録の本文は選択したタイトル毎に初期表示させるテキストを設定できること。

2155
看護記録の本文は任意の文字を入力できること。

2156 看護記録は入力中の本文・タイトルを消去し、実施日の日付を現在時刻に初期化する機能が
あること。

2157
看護記録は入力中の内容で更新（追記）できること ●

2158
看護記録は入力中の内容を登録できること。 ●

2159
看護記録は表示中の内容を削除できること。 ●

2160
承認が必要な看護メモを登録できること。 ●

2161
承認済みの看護メモは削除できないこと。 ●

2162
看護記録の登録・削除時にアクセス権限をチェックすること。 ●

2163
入力者以外が看護記録を削除する場合に、警告を表示すること。 ●

標準看護計画詳細一覧

看護記録

看護記録入力



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2164 看護記録の申し送りができること。申し送りの宛先は全職員、職種、所属、所属病棟、診療

科、個人を指定し、最大5件まで設定できること。 ●

2165
看護記録からテンプレートを起動し、テンプレート入力内容を登録することができること。

2166 看護記録には最大5つまでテンプレートを設定できること。テンプレートは選択したタイトル
毎に設定を変更できること。

2167

2168
看護記録の入力画面と並べて看護記録履歴が表示できること。 ●

2169 看護記録履歴は入力日・実施日・取り消し状態・分類・重要度・承認の有無・申し送りの有
無で検索ができること。

2170 看護記録履歴の一覧には実施日時・入力日時・タイトル・入力者・重要度・申し送りの有
無・申し送り期限・承認状態が表示されること。

2171
看護記録履歴の一覧から看護記録を指定することでその内容が表示されること。

2172 申し送り記事は確認者一覧が確認できること。また確認者ごとに既読日時が表示されるこ
と。 ●

2173 申し送り記事は申し送りの解除ができること。解除は登録者または権限者のみが行えるこ
と。 ●

2174
看護記録からカルテ参照が表示できること。

2175

2176

2177
看護ケア内容を入力できること。 ●

2178 看護ケアではケア項目・開始日時・終了日時・繰り返しパターン・実施時刻・ケアコメント
を登録できること。 ●

2179
看護ケアのケア項目の大カテゴリを一覧して、大カテゴリを選択できること。

2180
看護ケアの大カテゴリからカテゴリを一覧して、カテゴリを選択できること。

2181
看護ケアのカテゴリから看護ケア項目を一覧して、看護ケア項目を選択できること。

2182 看護ケアでは選択された看護ケア項目に登録されている予定時刻の一覧と指示コメントの一
覧を展開して表示できること。

2183 看護ケアの繰り返しパターンは毎日・隔月・隔日・毎月・毎月の曜日・毎週の曜日で設定で
きること。

2184
看護ケアの指示コメントは一覧から選択できるとともに任意の文字を入力できること。

2185
看護指示は看護指示セットを利用して入力ができること。

2186
看護ケアセットは一括展開、および指示項目を選択しての展開ができること。

2187 看護ケアから患者プロファイルが参照できること。プロファイルは看護ケア参照用セットと
して登録された項目が表示されること。

2188 看護ケアでは、依頼時に指示項目のケア区分に設定された職種による権限チェックがかけら
れること。

2189

2190
看護ケア履歴では一日分表示とカレンダー表示の機能があること。 ●

2191 看護ケア履歴の一日分表示では、検索日・大カテゴリ・カテゴリ・依頼者・中止状態を指定
して検索ができること。

2192
看護ケア履歴の一日分表示では検索された看護ケアを一覧表示できること。

2193 看護ケア履歴の一日分表示の一覧には指示区分・指示項目・実施時刻・ケアコメント・開始
日時・終了日時・繰り返しパターン・入力者・更新者が表示されること。

2194 看護ケア履歴の一日分表示では当日実施分のみの表示と当日を含む未来の指示予定を選択し
て表示できること。

2195 看護ケア履歴の一日分表示では一覧から指定された指示内容を入力中の看護ケアとして展開
できること。

2196
看護ケア履歴の一日分表示では一覧から指定された指示内容を削除できること。

2197
看護ケア履歴の一日分表示では一覧に表示中の指示を一括で削除できること。

2198 看護ケア履歴の一日分表示では一覧から指定された指示につき開始日時と終了日時を変更で
きること。

2199 看護ケア履歴の一日分表示では表示中の指示項目と指示内容を看護ケアセットとして登録で
きること。

2200 看護ケア履歴の一日分表示では一覧に表示中の指示に対し、一括で終了日時を設定できるこ
と。

2201 看護ケア履歴のカレンダー表示では、検索日・大カテゴリ・カテゴリ・依頼者・中止状態を
指定して検索ができること。

2202 看護指示履歴のカレンダー表示では検索された看護指示を、縦軸に指示項目、横軸に日付を
並べて時系列で表示すること。

2203
看護指示履歴のカレンダー表示は1画面に最大99日まで表示ができること。

看護記録履歴

看護ケア

看護ケア入力

看護ケア履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2204 看護ケア履歴のカレンダー表示では時系列の該当する位置に実施予定時刻と指示項目コメン

トを表示すること。

2205 看護ケア履歴のカレンダー表示では矢印表示を可能にし、指示コメントが前日と同じ場合は
矢印を表示すること。

2206 看護ケア履歴のカレンダー表示ではカレンダーから指定された指示内容を入力中の看護ケア
として展開できること。

2207 看護ケア履歴のカレンダー表示では表示中のケア項目とケア内容を看護ケアセットとして登
録できること。

2208
看護ケア履歴からカルテ履歴が参照ができること。

2209 看護指示履歴から患者プロファイルが参照できること。プロファイルは看護指示参照用セッ
トとして登録された項目が表示されること。

2210

2211
看護ケアセットを登録する際には病棟別またはカテゴリ別にセット名称を設定できること。

2212
看護ケアセットでは病棟別セットまたはカテゴリ別セットを選択できること。

2213
看護ケアセットでは病棟一覧またはカテゴリ一覧を表示し選択できること。

2214
看護ケアセットで選択された病棟またはカテゴリに含まれるセット一覧を表示できること。

2215
看護ケアセットでは選択されたセットは開始日を指定して展開できること。

2216
看護ケアセットではセット編集画面においてセットの内容を確認できること。

2217
看護ケアセットではセット編集画面においてセットの表示順を変更できること。

2218
看護ケアセットではセット編集画面からセットを展開できること。

2219

2220
患者毎に体温表を表示できること。 ●

2221
体温表は縦軸を診療行為、横軸を日付として表示すること。 ●

2222 体温表は表示開始日・期間・1列の表示幅・1列の日数・グラフサイズ・時間分割表示を指定
して表示できること。 ●

2223 体温表に表示された日付をクリックで1日分の体温表を拡大表示できること。再度日付をク
リックで元の表示に戻ること。 ●

2224
体温表を1日分表示する場合は1時間ごとの表示幅を設定できること。

2225
1日分表示の場合、観察表（時刻行）の表示ができること。 ●

2226 観察表では実施入力で開始・終了がある場合は、開始部分を実施入力で指定した色とし、終
了までを別の色で塗りつぶすこと。

2227
観察表では入力された開始～終了時刻の集計ができること。

2228
観察表の表示は1目盛りの単位を5分とすること。

2229
体温表は印刷できること。

2230
体温表から服薬チェックリストの印刷ができること。

2231
体温表から検体検査結果を参照できること。

2232

2233
診療行為には看護ケアを表示できること。 ●

2234
診療行為には看護ケアを表示できること。 ●

2235
診療行為にはカルテ入力で登録したカルテ記事が表示できること。

2236
診療行為にはすべてのオーダ種を表示できること。

2237
オーダの表示順を入力日時順・開始日時順のいずれかをマスタで設定できること。

2238
処方オーダは処方箋種別単位で表示できること。 ●

2239
注射オーダは注射箋種別単位で表示できること。 ●

2240
診療行為には処方・注射オーダより算出されたCP等価換算量が表示できること。

2241
診療行為には予約情報を表示できること。 ●

2242
診療行為には看護必要度を表示できること。 ●

2243
診療行為には看護記録を表示できること。 ●

体温表

診療行為表示

看護ケアセット



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2244

診療行為には標準看護計画・看護診断を表示できること。 ●

2245
診療行為には入院イベントを表示できること。 ●

2246 診療行為には身長・体重を表示できること。また入力した値は患者プロファイルに反映され
ること。 ●

2247 診療行為ごとに予定行・指示行・実施行が表示できること。また表示非表示の設定がセット
単位で可能なこと。

2248 診療行為の予定行・指示行・実施行は記載がある場合のみの表示する設定ができること。設
定はセット単位で可能なこと。

2249

2250 体温・脈拍・呼吸数・血圧などの数値はグラフ化して表示できること。入力値の先頭が数値
であれば、数値以外の文字が混在してもグラフ化すること。 ●

2251
グラフの日付区切り線の線種をマスタで設定可能なこと。 ●

2252
血圧用のグラフは折れ線グラフ、ローソク足グラフのいずれかを選択できること。

2253
グラフのサイズは3サイズから選択できること。サイズの初期値はセット単位で可能なこと。

2254 グラフのマーク・線の色・線種・線の太さ・スケール表示の有無・数値表示の有無・バルー
ン表示の有無・最大値・最小値・基準値・基準値線の色・基準値の線種・基準値線の太さが
セット単位で設定できること。初期値は診療行為ごとにマスタ設定できること。

2255

2256
IN/OUTバランスの計算ができること。 ●

2257
IN/OUTバランスの計算の対象とする項目はセット単位で設定できること。

2258
IN/OUTバランスの計算の開始時刻をマスタ設定で指定できること。

2259

2260
イベント(入院、退院、手術等)の対象日を設定することで経過日数の算出ができること。

2261
イベントはプロファイルの妊娠情報と連動して妊娠週数の算出ができること。

2262
体温表のイベントには有効期間を設定できること。

2263

2264 縦軸に含まれる診療行為は病棟毎・カテゴリ毎・患者毎にセット登録できること。カテゴリ
はマスタ設定で追加・修正できること。 ●

2265
登録したセットは上書き修正・削除ができること。 ●

2266
既存の体温表セットを流用して新しいセットの作成ができること。

2267
既存の体温表セットを組み合わせて新しいセットの作成ができること。

2268
病棟セット・カテゴリセットは権限者以外は修正・削除ができないこと。

2269 体温表セットは表示開始日・表示期間・表示幅・グラフサイズ・分割時間・矢印表示・パス
表示の初期選択状態を設定できること。

2270 セットに登録する診療行為は大カテゴリ・カテゴリから診療行為を選択し、任意の表示順で
設定できること。

2271 セットに登録する診療行為と一緒に区切り線・スクロール固定位置を設定できること。区切
り線は複数設定できること。

2272 体温表セットは診療行為ごとに、指示時刻・実施時刻・実施時刻分割・実施者の表示有無が
設定できること。

2273
体温表セットの表示順変更ができること。

2274
初期表示する体温表セットをユーザ単位で設定できること。

2275
セット作成画面にはアクセス権を有すること。

2276

2277
予定行には予定入力画面で登録した予定内容が表示されること。

2278 予定行をクリックで予定入力画面が表示され、開始日時・終了日時・繰り返しタイミング・
予定内容を入力できること。

2279

2280
看護ケアの指示行には指示コメントが表示されること。 ●

2281 看護ケアの指示行をクリックでこのケア項目の看護ケア入力画面が表示され、新規入力・入
力済み指示の修正ができること。

2282
カルテ記事の指示行では登録した記事のタイトルが表示されること。

グラフ表示

IN/OUT

イベント登録

体温表セット

予定行

指示行



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2283 カルテ記事の指示行に表示されたタイトルをクリックで、カルテ記事を表示できること。ま

た記事から中止・印刷・カルテラベル印刷ができること。

2284
各オーダの指示行には登録したオーダの内容またはタイトルが表示されること。

2285 各オーダの指示行に表示された内容やタイトルをクリックでカルテ記事が表示できること。
また記事からオーダの中止・印刷・オーダラベル印刷ができること。

2286 処方オーダの指示行より表示したカルテ記事から画面を遷移することなくオーダのdoができ
ること。

2287
予約情報の指示行には予約枠名・診察区分・予約コメントが表示されること。

2288 看護記録の指示行には入力した看護記録のタイトルが表示されること。タイトルは重要度に
沿った文字色や背景色で表示されること。

2289 看護記録の指示行をクリックで看護記録画面を表示すること。タイトルをクリックした際は
看護記録の追記修正画面を表示すること。

2290
看護診断・標準看護計画の指示行には評価予定の診断名・問題名が表示されること。

2291
入院イベントの指示行には在院情報、移動情報、予定情報が表示されること。

2292
指示行は連続表示を可能にし、指示が前日と同じ場合は青帯で表示できること。

2293

2294
実施行をクリックで各指示項目で設定した実施入力画面が表示されること。 ●

2295
実施行には各実施入力画面で登録した実施コメントが表示されること。 ●

2296
実施入力画面では実施日時、終了日時、背景色を指定できること。

2297
実施時刻として開始時刻・終了時刻のどちらを実施行に表示するかを設定できること。

2298
実施時刻は現時刻・予定時刻・指定した時刻から選択ができること。

2299 コメントを入力する項目はコメント入力用の実施画面が表示され定型コメント、フリーコメ
ントの入力ができること。

2300 数値を入力する項目は実施行をクリックで数値入力用の実施画面が表示されテンキーボタン
を使用して入力ができること。

2301 コストを取得する項目は実施行をクリックで処置オーダセットを展開し実施と同時にコスト
送信ができること。

2302 コスト送信を行った際の実施コメントには頭に任意のマークを表示しコスト未送信の実施と
区別できること。

2303
処方オーダの実施行をクリックで服薬実施画面が表示されること。 ●

2304
注射オーダの実施行をクリックで注射実施画面が表示されること。 ●

2305
看護診断・標準看護計画の実施行には登録・更新した診断名・問題名が表示されること。

2306
看護必要度の実施行には評価区分・A～C得点が表示されること。

2307
看護必要度の実施行をクリックで看護必要度入力画面が表示されること。

2308

2309 体温表では実施画面を開かずにワンクリックで指定した実施コメントを登録できるワンク
リック入力機能があること。

2310 ワンクリック入力では現時刻・予定時刻・指定した時刻のいずれかで実施登録ができるこ
と。

2311 体温表では実施画面を開かずにリストボックスや入力欄を使用してコメントを登録できるク
イック入力機能があること。

2312
ワンクリック入力では現時刻・指定した時刻のいずれかで実施登録ができること。

2313
看護実施入力・削除の際に、アクセス権限をチェックすること。

2314

2315
日別WS、体温表から服薬実施画面を表示できること。 ●

2316 服薬実施画面では実施日・服薬タイミング・実施有無を絞り込んで処方オーダを表示できる
こと。また日別WSから起動した際は病室・患者名でも絞り込み可能なこと。

2317 服薬実施画面の処方オーダ一覧は服薬タイミング・病室・患者ID・患者氏名・薬品名・用
法・処方箋種別・用量がRP単位で表示されること。

2318
服薬実施画面ではRP単位でオーダ詳細が表示できること。

2319
服薬実施画面では薬品単位で服薬中止登録ができること。

2320
服薬実施画面ではRP・薬品単位で実施コメントが登録ができること。

2321
服薬実施画面ではRP単位で実施登録ができること。

2322
服薬実施画面では表示中の全オーダ、および選択したオーダのみを一括で実施できること。

服薬実施

実施行

看護実施



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2323

実施時刻は現時刻・予定時刻・指定した時刻のいずれかを選択できること。

2324
実施された内容は体温表の実施行および各ワークシートに反映されること。

2325
服薬実施画面表示時に未受領の場合は警告メッセージを表示すること。

2326

2327 縦軸にオーダを含む診療行為、横軸に24時間までの時刻を表示した時間帯別WSを作成できる
こと。 ●

2328 時間帯別WSは患者選択リストに表示中の患者全てまたは任意の患者を対象に一括表示できる
こと。患者カルテから表示した際はこの患者の時間帯別WSのみが表示されること。 ●

2329
時間帯別WS内には看護ケアを表示できること。 ●

2330
時間帯別WS内にはすべてのオーダ種を表示できること。 ●

2331
時間帯別WS内の処方オーダは処方箋種別単位で表示できること。 ●

2332
時間帯別WS内の注射オーダは注射箋種別単位で表示できること。 ●

2333
時間帯別WS内には予約情報を表示できること。 ●

2334 時間帯別WS内には身長・体重を表示できること。また入力した値は患者プロファイルに反映
されること。 ●

2335
時間帯別WSの表示形式を設定する機能があること。

2336
時間帯別WSの指示表示から指示毎に指定された看護実施画面が表示されること。

2337 時間帯別WSの表示形式のうち、表示期間・時間区切・時間の横幅・表示項目は時間帯別WSの
画面上で変更できること。

2338 時間帯別WSの表示期間は、基準時からの経過時間・時間帯による自動設定・時間帯・任意の
日時による固定表示の4種類から選択できること。

2339
時間帯別WSの時間区切は1時間から24時間まで任意の時間を選択できること。

2340
時間帯別WSの時間の横幅は大・中・小から選択できること。

2341 時間帯別WSの表示項目は選択された項目・オーダ種別・看護ケアカテゴリから選択できるこ
と。

2342
時間帯別WSは入力後に自動的に更新する・しないを選択できること。

2343
時間帯別WSからクイック入力ができること。

2344 時間帯別WSではクイック入力に対する実施時刻を、現時刻または設定時刻から選択できるこ
と。

2345
時間帯別WSからワンクリック入力ができること。

2346 時間帯別WSではワンクリック入力に対する実施時刻を、予定時刻・現時刻または設定時刻か
ら選択できること。

2347
時間帯別WSには患者属性表示・指示表示・実施表示の3つの領域があること。

2348 時間帯別WSの患者属性表示には患者番号・ベッド名・患者名（漢字）・患者名（かな）・生
年月日・年齢・性別・病室・担当者・診療科が表示できること。 ●

2349
時間帯別WSの患者属性表示から看護記録入力を別画面で表示できること。

2350 時間帯別WSの指示表示には処方オーダ・注射オーダ・検体検査オーダ・画像検査オーダ・処
置オーダおよび看護ケアカテゴリが選択できること。

2351 時間帯別WSには選択されたオーダ種および看護カテゴリに対する指示内容と実施予定日時を
表示できること。

2352 時間帯別WSでクイック入力を選択した場合は、指示表示とともに任意の文字の実施入力がで
きること。

2353 時間帯別WSでワンクリック入力を選択した場合は、指示表示の予定時刻をクリックすること
で画面を展開せず特定の文字を実施入力できること。

2354 時間帯別WSの実施表示は指定された表示期間を、指定された時間区切で・指定された時間の
横幅で表示すること。

2355
時間帯別WSの実施表示には実施予定・実施時刻・実施内容・実施者の表示が可能なこと。

2356 時間帯別WSの表示設定では、ユーザ毎に表示時間帯・指示オーダ項目・実施内容および患者
属性の表示形式が設定できること。

2357 時間帯別WSの表示設定の表示時間帯は、現時刻を基準・時間帯を固定・時間帯を選択の3種類
から選択できること。

2358 時間帯別WSの表示設定の表示時間帯の現時刻を基準では、現時刻の何時間前から何時間を何
時間区切で指定し表示幅を指定できること。

2359 時間帯別WSの表示設定の表示時間帯の時間帯を固定では、何時から何時までを何時間区切で
指定し表示幅を指定でき、この組み合わせを最大10個まで登録できること。

2360 時間帯別WSの表示設定の表示時間帯の時間帯を選択では、何時から何時までを何時間区切で
指定し表示幅を指定でき、この組み合わせを最大10個まで登録できること。

2361 時間帯別WSの表示設定の指示オーダ項目では表示すべきオーダ種および看護指示カテゴリを
選択できること。

2362 時間帯別WSの表示設定の指示オーダ項目では表示すべきオーダ種および看護指示カテゴリの
表示順を変更できること。

時間帯別WS（ワークシート）



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2363

時間帯別WSの表示設定の指示オーダ項目では表示幅を選択できること

2364 時間帯別WSの表示設定の実施内容では、実施予定・改行・実施時刻・実施内容および実施者
の各項目につき表示・非表示を設定できること。

2365 時間帯別WSの表示設定の患者属性では患者番号・患者氏名・患者かな名・生年月日・年齢・
性別・病室・担当者・担当医および診療科から表示する項目を選択できること。

2366
時間帯別WSの表示設定の患者属性では選択された項目の表示順を設定できること。

2367

2368
日別WSの表示形式を設定できること。 ●

2369 日別WSは患者一覧に表示中の患者全てまたは任意の患者を対象に一括表示できること。患者
カルテから表示した際はこの患者のワークシートのみが表示されること。 ●

2370
日別WSは指示がない患者を除外して表示できること。 ●

2371
日別WSは患者一覧の設定に合わせて自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2372
日別WS内には看護ケアを表示できること。 ●

2373
日別WS内にはすべてのオーダ種を表示できること。 ●

2374
日別WS内の処方オーダは処方箋種別単位で表示できること。 ●

2375
日別WS内の注射オーダは注射箋種別単位で表示できること。 ●

2376
日別WS内には予約情報を表示できること。 ●

2377
日別WS内には標準看護計画・看護診断の評価日を表示できること。 ●

2378
日別WS内には入院イベントを表示できること。 ●

2379 日別WS内には身長・体重を表示できること。また入力した値は患者プロファイルに反映され
ること。 ●

2380
日別WSの表示形式をセット登録できること。

2381
日別WSの印刷ができること。印刷のヘッダ部に検索日を印字すること。

2382
日別WSでは服薬チェックリストが印刷できること。

2383
日別WSを表示する日付が設定できること。

2384
日別WSでは服薬実施画面を表示できること。

2385
日別WSの表示形式をセットから選択できること。

2386
日別WSでは実施画面を開かずにワンクリックで指定した実施コメントを登録できること。

2387 日別WSではワンクリック入力に対する実施時刻を予定時刻、現時刻、設定時刻から選択でき
ること。

2388
日別WSで実施入力後に表示を自動更新する、しないを選択できること。

2389
日別WSは基本列、指示列、時刻列から構成されること。

2390
日別WSの基本列には患者属性、最終実施、次回指示を表示できること。

2391
日別WS基本列のタイルエリアから看護記録入力を別画面で表示できること。

2392
日別WS基本列の横幅が設定できること。

2393
日別WS基本列の患者属性は患者番号、ベッド名・患者名（漢字）、患者名（カナ）、生年月
日、年齢、性別、病室、主治医、担当医、診療科、入院日、移動方法、病名、入院病名、感
染症マーク、アレルギーマーク、身長、体重、血液型の中から選択し表示できること。これ
らの患者属性はセット単位で表示内容・表示順を設定できること。

●

2394 日別WS基本列の最終実施、次回指示は看護ケア、各種オーダから選択し表示できること。表
示順を設定できること。

2395
日別WS基本列の最終実施、次回指示の表示名称は任意に変更できること。

2396
日別WS基本列の最終実施には項目名称、実施日時、実施内容、実施者を表示できること。

2397 日別WS基本列の次回指示には、項目名称、予定日時、指示内容、実施日時、実施内容、実施
者を表示できること。

2398
日別WS指示列は横幅を設定し分割表示できること。

2399
日別WS指示列のタイトル、背景色は表示エリア毎に任意に変更できること。

2400 日別WS指示列には表示エリア毎に看護ケア、各種オーダから選択し表示できること。表示順
を設定できること。

2401 日別WS指示列には看護指示、移動情報、各種オーダの予定日時、指示内容、実施日時、実施
内容、実施者が表示できること。

日別WS（ワークシート）



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2402

日別WS指示列から看護実施画面が別画面で起動ができること。

2403
日別WS時刻列は横幅と開始時刻を設定し分割表示できること。

2404
日別WS時刻列には指示行と実施行が表示できること。

2405
日別WS時刻列のタイトル、背景色は表示エリア毎に任意に変更できること。

2406 日別WS時刻列の指示行には看護指示、移動情報、各種オーダを予定時刻毎に表示できるこ
と。

2407 日別WS時刻列の指示行には項目名称、予定日時、指示内容、実施日時、実施内容、実施者が
表示できること。

2408
日別WS時刻列の指示行から看護実施画面を別の画面で表示できること。

2409
日別WS時刻列の実施行には看護指示、各種オーダを実施時刻毎に表示できること。

2410
日別WS時刻列の実施行には項目名称、実施日時、実施内容、実施者が表示できること。

2411
日別WSでは予定時間帯毎のマークが設定可能なこと。

2412
日別WSの表示形式の設定にアクセス権限を設定できること。

2413 日別看WSで未受領オーダをワンクリック実施する際、マスタで設定した処理（警告/禁止/何
もしない）を選択できること。

2414

2415
期間別WSの表示形式を設定できること。 ●

2416 期間別WSは患者一覧に表示中の患者全てまたは任意の患者を対象に一括表示できること。患
者カルテから表示した際はこの患者のワークシートのみが表示されること。 ●

2417
期間別WSは指示がない患者を除外して表示できること。 ●

2418
期間別WS内には看護ケアを表示できること。 ●

2419
期間別WS内にはカルテ入力で登録したカルテ記事が表示できること。 ●

2420
期間別WS内にはすべてのオーダ種を表示できること。 ●

2421
オーダの表示順を入力日時順・開始日時順のいずれかをマスタで設定できること。 ●

2422
期間別WS内の処方オーダは処方箋種別単位で表示できること。 ●

2423
期間別WS内の注射オーダは注射箋種別単位で表示できること。 ●

2424
期間別WS内には処方・注射オーダより算出されたCP等価換算量が表示できること。

2425
期間別WS内には予約情報を表示できること。 ●

2426
期間別WS内には看護必要度を表示できること。 ●

2427
期間別WS内には標準看護計画・看護診断を表示できること。 ●

2428
期間別WS内には入院イベントを表示できること。 ●

2429 期間別WS内には身長・体重を表示できること。また入力した値は患者プロファイルに反映さ
れること。 ●

2430
期間別WSでは服薬実施画面を表示できること。 ●

2431
期間別WSの表示形式をセット登録できること。

2432
期間別WSを表示する日付、期間が設定できること。

2433
期間別WSの表示形式をセットから選択できること。

2434
期間別WSで行動制限の各項目を集計できる集計表が表示できること。

2435 期間別WSは縦軸が診療行為（オーダおよび看護指示を含む）、横軸が日付で表示できるこ
と。

2436 期間別WSはカルテ入力・オーダ入力が行われている場合には、カルテ入力・オーダ入力のタ
イトルが表示され、タイトルから夫々の詳細を表示できること。

2437
期間別WSは詳細を確認しながら、実施内容を入力できること。

2438
期間別WSは体温専用の実施入力画面を設定した場合テンキーボタンを表示できること。

2439
期間別WSは依頼と実施は分かりやすく色分けされること。

2440 期間別WSの患者属性は患者番号、患者名（漢字）、患者名（カナ）、ベッド名・生年月日、
年齢、性別、病室、主治医、担当医、診療科、入院日、入院形態、指示開始日を表示できる
こと。これらの患者属性はセット単位で表示内容・表示順を設定できること。

●

期間別WS



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2441

期間別WSの横幅が設定できること。

2442
期間別WSの指示行から看護ケアの入力、変更ができること。

2443
期間別WSで看護ケアの期間を記号でも表示できること。

2444
期間別WS実施行は横幅を設定し分割表示できること。

2445
期間別WS実施行から看護実施画面が別画面で起動ができること。

2446
期間別WSの表示形式の設定にアクセス権限を設定できること。

2447 期間別WSで未受領オーダを実施する際、マスタで設定した処理（警告/禁止/何もしない）を
選択できること。

2448
期間別WSは依頼された患者への行動制限を1日分参照できること。

2449
期間別WSは依頼された患者への行動制限状態を時間単位で部位毎に目盛り表示できること。

2450
期間別WSは依頼された患者への行動制限を1月分参照できること。

2451 期間別WSは指示のある実施行に実施内容を記号で表示できること。
印刷できること。

2452

2453
看護ワークシートおよび体温表から看護ケアに適した看護実施入力画面を表示すること。 ●

2454 看護実施入力にはコメントタイプ・オーダタイプ・処置タイプおよび注射タイプの4種類の入
力タイプがあること。 ●

2455
看護実施入力画面の実施履歴は3ヶ月単位で履歴の表示切り替えができること。

2456 看護実施入力のコメントタイプは看護実施内容として実施コメントが入力できるとともに、
看護実施入力の履歴が表示されること。

2457 看護実施入力のコメントタイプの入力では、看護ケア項目・予定時刻・指示内容・実施開始
日時・実施終了日時・実施コメントが入力できること。

2458 看護実施入力のコメントタイプの予定時刻は、入力対象となっている看護指示の実施予定時
刻を一覧し選択できること。

2459 看護実施入力のコメントタイプの実施開始日時は、実施予定時刻または現時刻と初期値とし
て表示し、任意の時刻を入力できること。

2460 看護実施入力のコメントタイプの実施コメントは、看護ケアに関連付けられた実施コメント
候補を表示し選択でき、任意の文字入力ができること。

2461 看護実施入力のコメントタイプの実施コメントは、選択された実施コメントには背景色を設
定できること。

2462 看護実施入力のコメントタイプの看護実施履歴では最大20回分の入力履歴を表示できるこ
と。

2463 看護実施入力のコメントタイプの看護実施履歴には、入力日時・実施コメント・実施開始日
時・実施終了日時・実施予定日時・入力者を表示できること。

2464 看護実施入力のオーダタイプではオーダ履歴参照・実施コメント入力・看護実施履歴が表示
されること。

2465 看護実施入力のオーダタイプの実施コメント入力は、看護実施入力のコメントタイプの入力
機能と同一の機能を有すること。

2466 看護実施入力のオーダタイプの看護実施履歴は、看護実施入力のコメント対応の看護実施履
歴と同一の機能を有すること。

2467 看護実施入力のオーダタイプのオーダ履歴参照では、実施入力対象となるオーダ種につき過
去2回および未来2回のオーダ入力の履歴が表示されること。

2468
看護実施入力の処置タイプでは処置オーダと同一の機能を有すること。

2469 看護実施入力の処置タイプでは看護ケア項目に設定された処置セットを初期値として展開で
きること。

2470 看護実施入力の注射タイプには実施予定日・実施タイミング・実施日時・RP番号・手技・薬
品名称・用量・単位が表示されること。

2471 看護実施入力の注射タイプでは実施予定日と実施タイミングを指定することで実施すべき注
射オーダの内容が表示されること。

2472
看護実施入力の注射タイプでは実施量を入力できること。

2473
看護実施入力の注射タイプではRP単位に中止が入力できること。

2474
看護実施入力の注射タイプでは薬品単位に中止が入力できること。

2475
看護実施入力の注射タイプではRP単位に実施が入力できること。

2476
看護実施入力の注射タイプではRP単位に実施コメントが入力できること。

2477
看護実施入力の注射タイプでは実施コメントの候補を一覧できること。

2478
看護実施入力の注射タイプでは実施コメントの背景色が設定できること。

2479
看護実施入力で未来日の実施をする時に警告を表示できること。

2480 処置オーダに連動する実施を削除する場合には、警告を表示できること。また、処置実施も
連動して中止されること。

看護実施



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2481

2482 簡単看護実施は患者一覧に表示中の患者全てまたは任意の患者を対象に患者を一括表示でき
ること。患者カルテから表示した際はこの患者のみが表示されること。 ●

2483 簡単看護実施は縦軸に患者名、横軸に看護指示項目を表示し個別、および一括で看護実施を
行えること。 ●

2484
看護指示がある場合、指示行に指示内容を表示できること。

2485 簡単看護実施の患者属性は患者番号、患者名（漢字）、患者名（カナ）、ベッド名・生年月
日、年齢、性別、病室、主治医、担当医、診療科が表示できること。これらの患者属性は
セット単位で表示内容・表示順・表示幅を設定できること。

●

2486
簡単看護実施は指示のある患者だけを絞り込んで表示できること。 ●

2487
簡単看護実施は現時刻・選択した日時のいずれかを指定して実施ができること。

2488 実施情報は当日入力分・前日と当日入力分・現時刻から1,2,4,8,12時間以内のいずれかを選
択して表示ができること。

2489 実施情報は実施時刻・入力者の表示非表示がワンクリックで行えること。また表示非表示の
初期設定をセット単位で行えること。

2490 実施入力する看護指示項目を病棟セット、カテゴリセットの登録ができること。カテゴリは
マスタ設定で追加・修正できること。

2491 簡単看護実施セットは表示される患者属性、看護指示項目、指示表示の有無、一括実施の可
否、複数実施の可否を設定可能なこと。

2492 簡単看護実施セットは看護指示項目の表示順、入力形式、表示幅を指示項目毎に設定できる
こと。

2493 簡単看護実施セットは看護指示項目の実施入力形式をテキスト、チェック、選択一覧から指
示項目毎に設定できること。

2494
簡単看護実施は複数患者、複数看護指示項目に一括または個別に実施入力できること。

2495
簡単看護実施は一括実施、個別実施のいずれかを選択して行えること。

2496
個別実施は登録ボタンを使用しなくても、入力と同時に即時内容が登録がされること

2497 一括実施は入力した実施内容を患者単位、または表示中の全患者を対象に一括で登録できる
こと。

2498
一括実施は一括行に値を入力し、全患者の入力エリアに展開できること。

2499
簡単看護実施は介助時間の入力ができること。

2500
簡単看護実施は看護指示項目ごとに指定された実施画面を表示できること。

2501

2502
看護必要度の評価項目は改正に合わせた最新の項目を提供できること。 ●

2503 看護必要度は日付・表示内容・区分・日別データ・未入力・在院を指定して対象患者を検索
できること。 ●

2504 対象患者一覧では、病室・ベッド・患者氏名・患者ID・評価区分・ABC各得点・登録者名・登
録日時・基準を満たしているか・EFファイルからの評価取込を行っているかを表示するこ
と。

●

2505
対象患者一覧の患者を追加・削除できること。

2506 選択中病棟・日付の入力者数・基準を満たす患者数・基準を満たす患者の割合を評価区分ご
とに表示できること。

2507
選択中病棟・日付の未入力者数・評価対象外数を表示できること。

2508
選択中の患者の行が選択色になること。

2509
入棟時に初期表示される評価区分は病棟および病室単位でマスタ設定ができること。

2510 病棟・日付毎に7：1、10：1、13：1、HCU、ICU、回復期リハ、地域包括ケア、脳卒中ケア、
救急救命の区分に対する評価が入力できること。

2511 病棟・日付毎に7：1、10：1、13：1、HCU、ICU、回復期リハ、地域包括ケア、脳卒中ケア、
救急救命の区分に対する評価が更新できること。

2512 病棟・日付毎に7：1、10：1、13：1、HCU、ICU、回復期リハ、地域包括ケア、脳卒中ケア、
救急救命の区分に対する評価が削除できること。

2513 入力された7：1、10：1、13：1、HCU、ICU、回復期リハ、地域包括ケア、脳卒中ケア、救急
救命の区分に対する評価が集計できること。

2514 評価の入力はクリックで容易に行えること。直近の評価がある場合はその内容を引き継いで
初期表示すること。

2515
看護必要度では看護指示・実施の内容からA項目の得点を自動集計できること。

2516
看護必要度では項目種別毎にコメントの登録ができること。

2517
看護必要度から看護メモの登録・参照ができること。

2518
各評価項目をクリックで定義・判断基準・留意点等の説明が表示できること。

2519
現在の得点を確認しながら評価の入力が行えること。

簡単看護実施（一括看護実施）

看護必要度



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2520

看護必要度の評価時刻を設定できること。

2521
入力した評価の内容を文書化してカルテに登録できること。

2522 評価文書は区分・評価期間・ABC各項目と得点・ABC各コメントを選択してテキスト化できる
こと。また手入力によるテキストの追記・削除もできること。

2523
看護必要度は入力確定を行うことで集計に情報が反映されること。

2524
看護必要度の入力確定は病棟単位で行えること。

2525
入力確定後に評価が変更された際は変更がある旨が画面上に表示されること。

2526
入力確定後に変更された評価は再度入力確定が行われるまで集計に反映されないこと。

2527 看護必要度の集計は期間・日数・評価区分・集計方法・日別集計有無を選択して検索できる
こと。

2528
看護必要度の集計方法は評価基準・合計点数・平均点数から選択できること。

2529
看護必要度の集計は病棟。評価区分毎に表示されること。

2530
看護必要度は年月を選択してHファイルの出力ができること。

2531
Hファイルは指定年月から最大3か月分のデータを出力できること。

2532
Hファイルは病棟を複数選択してデータを出力できること。

2533 Hファイルは出力前に未入力患者のチェックを行い、未入力者の対象日付,病棟名,病室名,患
者ID,患者名を表示すること。またチェックの結果をcsv出力できること。 ●

2534 看護必要度はEFファイルのアップロードを行い、日毎に看護必要度の評価を取り込めるこ
と。取り込んだ評価は患者毎の評価入力画面に反映されること。 ●

2535
EFファイルより取り込んだ評価は画面上で修正が行えないこと。 ●

2536 看護必要度では集計票を印刷できること。集計表は現在表示中の期間・区分・集計方法に
沿った内容であること。

2537 看護必要度では評価表を印刷できること。また病棟単位で患者を選択して一括印刷ができる
こと。

2538
看護必要度を確定する際には、アクセス権限チェックできること。 ●

2539

2540
入院診療計画書の作成・作成状況の管理を行う画面を有すること。 ●

2541 入院診療計画書では期間・作成対象区分・病棟・主治医・患者ID・患者氏名・作成状況で絞
り込み、入院診療計画書作成対象患者を一覧表示できること。 ●

2542
対象患者を一覧の検索条件はユーザ毎に保存されること。 ●

2543
作成対象区分は入院・転棟・入院形態の変更を行った患者とすること。 ●

2544 対象患者一覧には、作成状況・患者ID・患者氏名・作成対象区分・入院日・病院病棟・主治
医が表示され、職種別の入力状態が表示されること。 ●

2545
入力を行う職種は病院任意で設定できること。 ●

2546
対象患者一覧では患者ごとにコメントの登録ができること。 ●

2547 対象患者一覧より患者の職種別の入力状態をクリックでこの職種用の入院診療計画書入力画
面が表示されること。 ●

2548
院診療計画書入力画面は職種ごとに病院任意で設定できること。 ●

2549 入院診療計画書入力画面では過去の入力歴を参照できること。また入力歴を流用して登録で
きること。 ●

2550
入院診療計画書入力画面ではフリー入力またはテンプレートを使用して入力ができること。 ●

2551 入院診療計画書入力画面で入力した情報を確定すると対象患者一覧の職種別入力状態に
チェックが入ること。 ●

2552
各職種で記載した内容を埋め込んで入院診療計画書を表示・印刷・登録できること。 ●

2553 入院診療計画書のフォーマットはエクセルまたはワードを利用して作成できること。フォー
マットの変更が病院で容易に行えること。 ●

2554 入院診療計画書の登録を行うと作成状況が「登録済み」に自動更新されること。「登録済
み」患者は対象患者一覧の背景色が変更され未登録者と区別されること。 ●

2555
入院診療計画書の作成状況は手動変更ができること。 ●

2556
入院診療計画書の作成状況はマスタ設定で追加・修正できること。 ●

2557
対象患者一覧をcsv出力できること。 ●

2558

2559 外来患者選択

入院診療計画書

外来業務



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2560 外来患者一覧には予約日・状態・診療科・医師・予約枠を絞り込んで該当の患者を表示でき

ること。 ●

2561
検索条件にしたがい、外来患者一覧を作成できること。 ●

2562
検索条件の初期設定はユーザ毎に変更できること。

2563
患者ID・氏名・生年月日・住所で患者の検索ができること。 ●

2564
外来患者一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2565
外来患者一覧には、患者ID・氏名・かな氏名・性別・年齢が固定表示されること。

2566

外来患者一覧には、受付時間、予約時間、診療科、担当者・受付状態・予約種別・予約枠
名・予約コメント・受付番号・最新最古の主病名・住所・電話番号・生年月日・業務メモ・
オーダリンク・当日のオーダ・診察前オーダ・患者コメント・患者プロファイルコメントが
表示設定可能なこと。これらを組み合わせて個人および院内共通の表示セットが複数作成で
きること。

●

2567
外来患者一覧の受付状態の文字色をマスタにて設定できること。

2568 外来患者一覧では当日オーダとオーダリンクに検体・画像・処置オーダアイコンを、診察前
オーダには検体・画像・処置オーダアイコンを表示できること。

2569
外来患者一覧には生年月日・患者住所・電話番号・病名の表示を選択できること。

2570
外来患者一覧では、検索結果を複数ページに分け、全件表示できること。

2571
外来患者一覧には、ページ番号とページ送りアイコンを表示すること。

2572
外来患者一覧にはアレルギーありのマーク・感染症ありのマークが表示されること。

2573
アレルギー、感染症ありのマークから患者プロファイルの起動ができること。

2574
外来患者一覧で予約医師の変更ができること。

2575 外来患者一覧は、全項目表示、主要項目表示、最小項目表示などに変更可能で、100人以上の
患者を一覧できること。

2576
表示中の外来患者一覧を印刷できること。

2577 表示中の外来患者の受付票を一括印刷できること。受付票印刷と同時に状態を受付済みとす
ることも可能なこと。

2578 患者選択後に通知ウインドウを表示できること。
通知には、感染症・アレルギー・妊娠週数超過・プロファイルコメントが表示できること。

2579
患者を選択した状態で外来業務画面から外来看護および外来診療画面に遷移できること。

2580

2581
外来業務では患者一覧から患者を選択することで予約・受付画面が初期表示されること。 ●

2582
予約・受付画面では予約の登録、変更、取消しができること。 ●

2583
予約・受付画面では保険の情報を確認ができること。主保険の設定ができること。 ●

2584 全て、または診療科ごとの分類から予約枠の選択ができること。本日枠がある予約枠だけを
抽出して選択できること。

2585
選択した予約枠名の下に設定した予約枠コメントが表示されること。

2586 予約枠を指定することで、終日予約可、午前予約可、午後予約可、終日予約不可別に色分け
したカレンダーを表示すること。

2587
カレンダーの日付を指定することで、予約取得画況を表示すること。

2588
表示された予約取得画面の時間をクリックで予約取得ができること。

2589
予約を取得する際には、予約種別・コメントを入力できること。

2590
選択する定型コメントには予約票・受付票の印字有無を設定できること。

2591
コメントは定型コメントの・フリーコメント・職員用コメントの入力ができること。

2592
定型コメントは院内共通・予約種別・診療科別毎に設定できること。

2593 予約取得と同時に受付済みにする動作の選択が可能なこと。予約取得が当日の場合は自動的
に受付済みにする設定ができること。

2594
予約取得と同時に予約票を印刷する動作の選択が可能なこと。

2595 時間を指定しない予約の取得ができること。時間指定なしの予約を不可としている予約枠で
は予約取得できないこと。

2596 所定の枠数を超える枠に予約を取得する際は超過確認のメッセージが表示されること。さら
に超過不可の予約枠は予約取得できないこと。

2597
連枠・連コマ数を指定して複数の連続する予約枠（コマ）の取得ができること。

予約・受付



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2598 日をまたいでの予約を行う予約枠では予約取得時に終了日時の指定画面が表示され、選択し

た日時までの予約が取得できること。

2599 予約枠の設定がない日は時間を選択して予約ができること。枠の無い日の予約を不可として
いる予約枠では予約取得できないこと。

2600
既に取得済みの予約と日時が重複する場合は警告メッセージを表示すること。

2601 予約の登録時に締め時間を過ぎていた場合は警告または禁止メッセージを表示し、禁止の場
合は登録ができないこと。

2602 予約枠使用せず、医師名で日時を入力して予約取得ができること。また医師名の予約は病院
設定で使用不可にできること。

2603
予約枠はユーザ毎にお気に入り登録・編集できること。

2604
予約登録時に受付IDが発行できること。

2605
予約登録した場合は、予約一覧に追加されること。

2606
予約一覧には患者がすでに予約している予約枠と日時を表示すること。

2607
予約一覧から予約の変更、取消、受付状態・コメントの変更ができること。

2608 予約の取消を行う際は、取消理由を登録できること。また登録した取り消し理由はカルテに
記載されること。

2609
予約一覧からワンクリックで「受付済み」に受付状態を変更できること。

2610
予約一覧は予約日時、作成日時でソートできること。

2611 予約一覧から予約票印刷と受付票印刷ができること。また受付票印刷と同時に受付状態を
「受付済み」に変更できること。

2612

2613 外来業務では患者一覧から患者を選択し、一括予約画面が表示できること。一括予約は診療
画面と同等の機能を有すること。 ●

2614 外来業務では予約簿画面を表示し、患者を指定して予約の取得ができること。予約簿は診療
業務と同等の機能を有すること。 ●

2615
外来業務では予約枠設定画面を表示できること。 ●

2616
外来業務では予約参照画面を表示できること。 ●

2617
予約参照画面では選択した予約枠・医師の予約状況を日別に確認できること。

2618
外来業務では日別予約数画面を表示できること。

2619 日別予約数画面では予約日を選択し、この日の総予約数・予約種別毎予約数・受付済み患者
数・未診察数・診察終了数を予約枠ごとに表示すること。また総計の表示ができること。

2620 日別予約数画面では一覧に表示された予約枠名をクリックで、選択中の予約日におけるこの
予約枠に登録された患者一覧を表示できること。

2621
外来業務では月別予約数画面を表示できること。

2622 月別予約数画面では年月・診療科・診療医師・予約枠名・予約種別・予約状態で絞り込んで
予約数を表示できること。

2623 月別予約数画面では縦軸を日付と曜日、横軸を時間にして患者数を表示できること。また時
間別の総計も表示できること。

2624

2625 外来業務では患者一覧から患者を選択し、カルテ参照画面が表示できること。カルテ参照は
診療画面と同等の機能を有すること。 ●

2626 外来業務では患者一覧から患者を選択し、文書棚画面が表示できること。文書棚は診療画面
と同等の機能を有すること。 ●

2627 外来業務では患者一覧から患者を選択し、患者プロファイル画面が表示できること。患者プ
ロファイルは診療画面と同等の機能を有すること。 ●

2628
外来業務では患者一覧から患者を選択し、患者受診歴を表示できること。

2629
患者受診歴では診療科・期間・件数を指定し、選択中患者の受診歴一覧を表示できること。

2630 患者受診歴の受診歴一覧には診察区分・診察区分詳細・予約日・予約時刻・受付時刻・予約
枠名・診療科・診療医師・診察状態・予約コメントが表示されること。

2631
外来業務では患者一覧から患者を選択し、保険情報の登録・修正ができること。

2632
外来業務では患者照会画面を表示できること。

2633

2634 診療科ごとに予約枠を持ち、予約枠コード・予約枠名・担当医（担当者）略称・表示順・診
察区分の初期値を設定できること。

2635
予約枠の中止および中止した予約枠の復活が可能なこと。

2636 予約枠に対して、毎日・毎月（日付・指定週の曜日）・毎週（曜日単位）のいずれかを指定
して標準枠の繰り返しパターンの設定ができ、パターン適用期間を日付または当日からの指
定日数で指定できること。

予約機能

患者情報参照

予約枠設定



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2637

予約枠の繰り返しパターンの設定では「休日を除く」設定が可能であること。

2638 予約枠に対して、予約票に印刷する画像の登録ができること。画像は最大５つまで設定可能
なこと。

2639
予約枠の無い日の予約登録を禁止する設定が予約枠単位で行えること。

2640
予約枠数を超過しての予約を勤する設定が予約枠単位で行えること。

2641
時間指定なしの予約を行う設定が予約枠単位で行えること。

2642
担当者を予約取得者とする設定が予約枠単位で行えること。

2643
受付票への印刷を禁止する設定が予約枠単位で行えること。

2644
予約取得時に予約票を印刷する初期値を予約枠単位で設定できること。

2645
画像オーダ専用の予約枠が作成できること。

2646
日付をまたいで予約取得できる予約枠が作成できること。

2647 現在時刻にかかる予約の取得を禁止または警告メッセージを表示する設定を予約枠単位で行
えること。

2648
予約枠時に表示するコメントの設定を予約枠単位で行えること。

2649
連枠・連コマ取得の可否を予約枠単位で行えること。

2650 入外および指定者以外の予約を制限する設定が予約枠単位で行えること。指定者は、指定所
属部署単位・指定ユーザ単位で設定できること。

2651 予約制限は～日前から、または～日前までの予約を禁止・または警告ができること。制限は
１予約枠につき4パターンまで設定可能なこと。

2652
予約制限の警告・禁止メッセージは予約枠単位で設定可能なこと。

2653
設定した予約制限は標準枠・日別枠の各時間枠単位で使用可否が設定できること。

2654
予約枠に対して、標準枠・日別枠の登録ができること。

2655
標準枠・日別枠は削除・一括クリア・１つ前に戻る操作ができること。

2656 標準枠・日別枠は予約可能な時間を設定し、時間ごとの枠数・枠種・予約制限を設定できる
こと。

2657
標準枠・日別枠の取得時間の間隔は１分単位から設定できること。

2658 標準枠・日別枠は指定した開始時刻から終了時刻まで指定した分数の間隔で予約枠を一括展
開できること。

2659
標準枠は曜日単位で設定できること。また各曜日に標準枠をコピーできること。

2660 日別枠は指定日にのみ予約枠の設定・削除、担当者変更ができること。また設定した日別枠
は標準枠に上書きされないこと。

2661
日別枠はすでに設定されている予約日時人数を別の日時にコピーできること。

2662
予約枠に対して、締め時間の設定ができること。

2663
予約種別と予約詳細をマスタ登録できること。

2664
枠修正を表示する場合、アクセス権をチェックすること。

2665

2666

2667 指定した患者に対して日時を指定して、入院、転棟、転室、転床、外出、外泊、離院、退
院、入院基本情報のイベント登録ができること。 ●

2668 入院と退院は依頼・予定・実施のイベント区分で登録ができること。また依頼・予定の使用
可否はイベント単位で設定できること。 ●

2669 転棟、転室、転床、外出、外泊は予定、実施の区分で登録できること。また予定の使用可否
はイベント単位で設定できること。 ●

2670 転棟、転室、転床は転出・転入の操作を分けて登録できること。また転出・転入の使用可否
はイベント単位で設定できること。 ●

2671 各イベントは依頼→予定→実施の順に関連付けて登録ができること。また各イベントで登録
した情報は次のイベントに引き続ぐこと。 ●

2672 依頼・予定を入力せず、直接イベントの実施ができること。また直接実施を禁止する設定設
定がイベント単位で設定できること。 ●

2673
病棟・病室・ベッドは病床一覧、スケジュール、レイアウトから選択できること。

2674 予定・依頼区分での入力時は、病棟・病室・ベッドの選択を必須とするかイベント単位で設
定できること。

2675
各イベントでフリーコメントの登録ができること。

2676 イベント登録と同時に入院基本情報の登録ができること。またイベント単位で必須入力項目
と入力禁止項目を設定できること。

病床管理

イベント登録



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2677 イベント登録と同時に統合セットに遷移できる設定ができること。設定はイベント単位で行

えること。

2678
入院依頼・予定は、入院日・入院時刻が未定で登録ができること。 ●

2679
入院中の患者に対して、入院の依頼、入院の予定が入力できること。

2680
現在入院患者が登録されている病床に入院予定を登録できること。

2681 現在、空いている病床でも患者が入院（入床）する予定がある場合は警告が表示されるこ
と。

2682
入院イベントは緊急度の登録ができること。

2683 入院イベント登録と同時に食事オーダ画面に遷移できる設定ができること。設定はイベント
単位で行えること。

2684
退院依頼・予定は、退院日未定で登録ができること。 ●

2685
退院イベントでは転帰、退院区分、転院先の登録ができること。

2686
退院実施後であっても転帰の修正ができること。

2687 退院イベントと連動して食止めが行えること。食止めのタイミングの入力方法は退院日時に
連動・手入力から選択できること。

2688
外出、外泊、離院に対して帰院の登録ができること。

2689 外出、外泊は出院入力時に帰院予定時刻を指定できること。また帰院日時未定でも登録がで
きること。

2690 外出、外泊、離院、帰院、退院の実施登録時に食事オーダの食止め、食事の再開が行えるこ
と。食止め・再開のタイミングの入力方法は実施日時に連動・手入力・食止め無しから選択
できること。

2691
転棟、転室、転床は、在床中のベッドを、確保して移動することができること。

2692 患者を確保されたベッドに戻る場合は、転棟、転室、転床の操作で簡単に戻ることができる
こと。

2693
確保されたベッドが残った状態で転棟する場合は警告メッセージを表示すること。

2694

2695
入院基本情報の登録、修正ができること。 ●

2696
入院基本情報では入院形態・診療科・主治医・担当医・担当看護師・担当者・看護度・移動
方法・行動レベル・注意事項１・注意事項２・注意事項３・入院経路・紹介有無・目標在院
日数・退院予定日・手術予定日・入院病名・入院理由・コメント・患者状態・ベッドコメン
トの登録ができること。各項目の使用可否は病院ごとに設定できること。

●

2697 入院基本情報に登録できる担当者は主治医・担当医・担当看護師を含め10名まで登録できる
こと。また担当者の名称は任意に設定できること。 ●

2698
入院基本情報では精神科情報として精神科主診断・精神科副診断・身体疾患主診断・身体疾
患副診断・治療ステージ・責任レベル・観察レベル・フォーカス(評価項目)・刑事司法鑑
定・医療観察法鑑定・入院時診断・合併症・精神科副診断2・精神科副診断3の登録ができる
こと。各項目の使用可否は病院ごとに設定できること。

●

2699

2700
病床管理画面で登録された入退院情報は入退院歴に表示されること。 ●

2701
入退院歴には指定した期間内の入院退院履歴が表示されること。 ●

2702 入退院歴には入院情報として入院日時、入院理由、入院経路、紹介有無、緊急度、入院病
名、病棟・ベッド、診療科、主治医、入院時コメントが表示されること。 ●

2703 入退院歴には退院情報として退院日時、転帰、退院先、転院先、入院病名、病棟・ベッド、
診療科、主治医、退院時コメントが表示されること。
また入院中の場合は退院予定日も表示されること。

2704
入退院歴には他院の入退院歴を手入力により追加できること。

2705
入退院歴は自院のみ・他院のみで絞り込んで履歴を表示できること。

2706 入退院情報には入院回数を表示できること。電子カルテ導入以前の入院回数を指定すること
で最初の入退院歴の入院回数のスタート値を変更することができること。

2707

2708
入院日ごとにイベントの履歴を参照できること。

2709 履歴の参照は有効のみ、全イベント、修正取消含む、発生日からの期間、実施日からの期間
から検索できること。

2710
履歴は発生日、実施日で並び替えができること。

2711
履歴の詳細情報に、イベントが遷移した経緯（取消、修正含む）が表示できること。

2712 履歴からイベントの取消ができること。各イベントとの関連を判断して不整合が生じる場合
は取消が行えないこと。

2713 イベントの登録と同時にカルテ記事を作成できること。カルテ記事作成の可否はイベント単
位で設定できること。

2714
イベントの登録、修正、取消ではアクセス権限をチェックすること。

入院基本情報

入退院歴

イベント履歴



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2715

2716
病床検索では入院、移動、退院の患者検索ができること。 ●

2717 病床検索では、実施日（期間指定）、病棟（全病棟含む）、業務（入院、移動、退院、基本
検索、転棟検索、帰院検索、全て）、状態（依頼、予定、実施、移動中）、緊急度（全て含
む）の条件に検索できること。

●

2718 患者一覧には患者情報として患者ID・患者氏名・性別・年齢・感染症・アレルギーが表示さ
れること。 ●

2719
患者一覧には患者情報と合わせて、イベント名・イベント区分・診療科・病棟・病室病床・
主治医・緊急度・転帰・ベッドコメント・実施日・実施時刻・入力日・入力時刻を表示でき
ること。またこれらの情報を組み合わせて個人および院内共通の表示セットが複数作成でき
ること。

●

2720
病床検索の検索条件および表示セットは、ユーザ単位で保持されること。

2721
患者一覧に表示された患者氏名をクリックで患者カルテを表示できること。

2722
病床検索から患者IDを指定して患者カルテを表示できること。

2723 病床検索では患者氏名・生年月日・住所で患者を検索して患者カルテが表示できること。ま
た患者氏名・生年月日・住所の組み合わせでandおよびor検索ができること。

2724

2725
病床一覧は病棟・病室管理区分選択して指定した日時の病床状態を一覧表示できること。 ●

2726 病床一覧には、在床している患者の患者名、性別、年齢、状態、予定イベント、感染の有
無、看護度、診療科、担当者、移動方法、入院形態、行動レベルが一覧で表示できること。 ●

2727
病床一覧には、患者がいない場合は空床と表示されること。

2728
病床一覧には、保留ベッドで設定された病床状態が表示されること。

2729 病床一覧には、患者がベッドを確保して転棟、転室、転床した場合は確保されたベッドにも
患者が表示されること。また、確保されたベッドが判別できること。

2730
病床一覧で患者名をクリックすると患者カルテが表示できること。

2731
病床一覧では、選択した患者の入院基本情報が表示できること。

2732

2733
レイアウトでは選択した病棟のベッドレイアウト図を表示できること。

2734
レイアウトでは、検索した日時の状態が表示できること。

2735
レイアウトに表示されるベッドには、ベッド名と選択された病床情報が表示されること。

2736 レイアウトに表示されるベッドには、病床管理区分、看護度、性別、救護区分毎に色で状況
が表示できること。

2737
レイアウトで患者が在床しているベッドには、患者名が表示されること。

2738
レイアウトで患者が在床しているベッドには、選択された患者情報が表示されること。

2739
レイアウトに表示されるベッドには、患者がいない場合は空床と表示されること。

2740
レイアウトに表示されるベッドには、保留ベッドで設定された病床状態が表示されること。

2741 レイアウトで患者がベッドを確保して転棟、転室、転床した場合は、確保されたベッドにも
患者が表示されること。また、確保されたベッドが判別できること。

2742
レイアウトで患者名をクリックすると患者カルテが表示できること。

2743
レイアウトでは、選択した患者の入院基本情報が表示できること。

2744

2745
病床マップでは選択した病棟のベッドマップを表示できること。 ●

2746
病床マップでは病棟ごとに背景画像を設定できること。 ●

2747
病床マップでは入院予定・退院予定・外出泊中の患者を強調表示して表示できること。 ●

2748
病床マップでは検索した日時の状態が表示できること。 ●

2749 病床マップに表示されるベッドには、ベッド名・病室管理区分・病床情報が表示されるこ
と。 ●

2750 病床情報は入床可能性別、病床管理区分、病床状態、病床数のカウント対象可否が表示でき
ること。

2751
病床マップで患者が在床しているベッドには、患者名が表示されること。 ●

2752 患者がベッドを確保して転棟、転室、転床した場合は、確保されたベッドにも患者が表示さ
れること。また、確保されたベッドが判別できること。

病床検索

病床一覧

病床レイアウト

病床マップ



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2753

病床マップに表示されるベッドには、患者がいない場合は空床と表示されること。

2754
病床マップに表示されるベッドには、保留ベッドで設定された病床状態が表示されること。

2755
病床内に表示する項目とベッドサイズを指定して病床スタイルを複数登録できること。

2756
病床スタイルは病床マップ内で切り替えて表示できること。

2757

病床内に表示する項目は、患者ID・氏名・性別・年齢・予定イベント・実施イベント・実施
イベントアイコン・救護区分・救護区分アイコン・感染症アイコン・主治医・主治医略称・
担当看護師・診療科・ベッドコメント・患者状態アイコン・未受領アイコン・プロファイル
アイコン・表示イベント種別・入院形態アイコン・隔離アイコン・拘束アイコンが選択でき
ること。

●

2758 患者に未受領の指示がある場合は、未受領アイコンが表示されること。未受領アイコンをク
リックで受領が行えること。 ●

2759 患者にアレルギー・感染症の陽性情報がある場合は、アレルギー・感染症アイコンが表示さ
れること。アイコンにマウスを置くと項目名が表示されること。

2760
プロファイルアイコンをクリックすると患者プロファイル画面が表示されること。

2761 患者に入院形態が登録されている場合は、入院形態アイコンが表示されること。アイコンは
入院形態毎に任意の1文字を表示し、マウスを置くと入院形態名が表示されること。

2762 患者に隔離中・拘束中場合は、隔離アイコン・拘束アイコンが表示されること。アイコンは
指示毎に任意の1文字を表示し、マウスを置くと指示名が表示されること。

2763 病床マップで患者が在床しているベッドには、病床スタイルに応じた患者情報が表示される
こと。

2764
病床マップでは患者をドラッグ＆ドロップすることでベッドの移動ができること。 ●

2765 病床マップでは患者のベッドメニューから外出・外泊の登録、入院基本情報変更、病床イベ
ント履歴の参照ができること。また病床イベント履歴からイベントの修正・取消ができるこ
と。

2766
マップ上の患者名から患者カルテを開き、患者カルテが表示できること。

2767
病床マップには入棟予定・退棟予定患者の一覧と人数を表示できること ●

2768 入棟予定・退棟予定患者の一覧には患者ID・氏名・イベント区分・病室・予定日が表示され
ること。

2769 入棟予定・退棟予定患者の一覧では各表示項目名をクリックで降順昇順で並べ替えられるこ
と。

2770 入棟予定・退棟予定患者の一覧では1患者に複数の予定イベントが登録されている場合、直近
のイベント1つだけに絞り込んで表示できること。

2771
入棟予定には選択した病棟に入院・転棟予定の患者を一覧表示すること。 ●

2772 入棟予定患者をドラッグアンドドロップ操作で指定のベッドに入棟させることができるこ
と。 ●

2773 入棟予定患者をドラッグアンドドロップ操作での入棟時、予定ベッドと異なる場合は警告
メッセージを表示すること。 ●

2774
退棟予定には選択した病棟から退院・転棟予定の患者を一覧表示すること。 ●

2775 マップ上の患者を退棟予定患者一覧にドラッグアンドドロップすると、退院予定、転棟予
定・実施の登録ができること。 ●

2776 退棟予定患者一覧の退院予定患者を選択すると、病床管理画面が表示され退院登録ができる
こと。

2777
病床マップには外出泊予定・帰院予定患者の一覧と人数を表示できること

2778 外出泊予定・帰院予定患者の一覧には患者ID・氏名・イベント区分・病室・予定日が表示さ
れること。

2779 外出泊予定・帰院予定患者の一覧では各表示項目名をクリックで降順昇順で並べ替えられる
こと。

2780 外出泊予定・帰院予定患者の一覧では1患者に複数の予定イベントが登録されている場合、直
近のイベント1つだけに絞り込んで表示できること。

2781
病床マップにはベッドの相互移動等のために一時的患者を退避できるエリアがあること。

2782
退避エリアには患者ID・氏名が表示されること。

2783 入棟予定・退棟予定・外出泊予定・帰院予定・退避エリア患者の一覧を非表示に切り替えて
マップ表示範囲を広げることができること。

2784

2785 病床スケジュールは病棟・病室管理区分・開始日・表示期間を選択して病床のスケジュール
を表示できること。 ●

2786
表示期間は15日、20日、25日、30日、45日単位で選択ができること。

2787
病床スケジュールは依頼・予定・確定・空床の表示/非表示を選択できること。

2788
病床スケジュールは病室番号、ベッド番号順に表示されること。

2789
病床スケジュールは病室管理区分ごとに表示できること。

2790 病床スケジュールには、検索期間内に予定、確定されている患者と病床スケジュールがマー
クで表示できること。

病床スケジュール



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2791

病床スケジュールは空き、保留、予定、確定のマークが色分けされて表示されること。

2792
病床スケジュールは一日中と日の途中のマークが分けて表示されること。

2793
病床スケジュールでは、凡例画面で色とマークを確認できること。

2794 病床スケジュールで、患者がベッドを確保して転棟、転室、転床した場合は確保されたベッ
ドにも患者が表示されること。また、確保されたベッドが判別できること。

2795
病床スケジュールでは患者名をクリックすると患者カルテを表示できること。

2796
病床スケジュールでは患者IDをクリックすると入院基本情報が表示できること。

2797 病床スケジュールではスケジュールを表示しながら、入院依頼・予定患者の一覧を検索でき
ること。予定患者は病棟・病室管理区分・期間で検索できること。

2798 病床スケジュールは空床数一覧を表示できること。一覧は縦軸を病室と集計項目、横軸を日
付とし表に集計数を表示できること。

2799 空床数一覧の集計項目は、総空床数・日未定を含む日未定入院予定数・入院予定数・入院確
定数・退院予定数・日未定退院予定数・退院確定数とし、病棟・病室単位で集計できるこ
と。

2800
病床スケジュールから患者IDを指定して患者カルテを表示できること。

2801
病床スケジュールは印刷できること。

2802

2803
保留ベッドでは期間・病床状態を選択して保留登録できること。

2804
保留登録したベッドは、指定した期間患者が入床できなくなること。

2805 保留登録したベッドは、病床マップ、病床レイアウト、病床スケジュールに指定した期間選
択した病床条件がテキスト表示されること。

2806
新規に保留登録したベッドは登録直後保留ベッド一覧に黄色で表示されること。

2807
保留登録したベッドは修正、取消ができること。

2808
修正中の保留ベッドは保留ベッド一覧に青色で表示されること。

2809
病床状態はマスタ設定で追加・修正ができること。

2810
保留ベッドでは日時指定を行い、登録したベッドを検索できること。

2811
保留するベッドは病床一覧、スケジュール、レイアウトから選択できること。

2812

2813 帳票では指定した日付、病棟（全病棟含む）の状態で、画面に一覧を表示でき、また、帳票
が出力されること。 ●

2814 帳票では病棟別患者状況一覧、入院中患者一覧、入退院患者一覧、移動一覧、イベント日報
を出力できること。 ●

2815
病棟別患者状況一覧では病棟毎に、病棟名、病床数、入院数、在院数、空床数、占有率、在
院している男女の人数、感染症数、平均在院日数、担送者数、護送者数、独歩者数、各診療
科別入院患者数、入院予定患者名、入院者名、退院予定者名、退院者名、転院予定者名、転
院者名、各合計が印刷できること。

●

2816 入院中患者一覧では病棟毎に、病棟名、病室名、病床名、患者ID、患者氏名、状態、性別、
年齢、入院形態、診療科、入院病名、入院日、日数、担当者名、本人住所、連絡先電話番号
が印字できること。

●

2817 入退院患者一覧ではヘッダ部で入院・退院のチェックボックスを表示し、集計対象を指定で
きること。 ●

2818 入退院患者一覧で入院患者を集計した時は、病棟名、ベッド、患者ID、患者氏名、性別、年
齢、診療科、担当者、病名、入院形態、入院理由、入院経路、紹介元、緊急度、コメント、
時刻が印刷できること。

●

2819 入退院患者一覧で退院患者を集計した時は、病棟名、ベッド、患者ID、患者氏名、性別、年
齢、診療科、担当者、病名、入院形態、転帰、退院区分、コメント、転院先、時刻が印刷で
きること。

●

2820 移動一覧では集計対象に転棟、転室、転床を選択でき、患者ID、患者氏名、性別、年齢、診
療科、入院状態、移動元病棟、移動元病床、移動先病棟、移動先病床、移動の種別、状態、
時刻が印刷できること。

●

2821 イベント日報では登録された病床管理のイベント毎に病棟名、病室名、病床名、患者ID、患
者氏名、性別、年齢、イベント、状態、時刻を印字できること。 ●

2822

2823 部門業務として、処方部門、注射部門、注射実施部門、検体検査部門、画像検査部門、処置
部門、文書一覧、食事部門、リハビリ部門、病理部門、輸血部門、手術部門、細菌部門の機
能を有すること。

●

2824
看護集計表、予約参照、予約枠修正の機能を有すること。

2825
ユーザプロファイルの起動ができること。

2826
検索期間の上限日数をマスタで設定できること。

2827
検索画面が更新されると音を鳴らすことができること。 ●

保留ベッド

帳票

部門共通



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2828

各部門にてアクセス権限をチェックすること。 ●

2829 ヘッダ部分にログオンしているユーザのユーザプロファイルに登録されているユーザ画像を
表示すること。

2830 各部門画面の検索状態はユーザ毎に保存され、次回部門画面表示時に最後に使用した画面の
検索状態が初期表示できること。

2831

2832
処方オーダーの一覧が表示できること。 ●

2833 オーダの検索は依頼日・開始日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・処方箋種別で絞り込みできること。 ●

2834
開始日、依頼日の範囲を指定して処方オーダの検索ができること。 ●

2835 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・事後・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・オーダ取り込み状態・処方箋種
別・開始日・依頼日・依頼者名・自動生成番号が表示できること。

●

2836
一覧のオーダの取り込み状態が手動で変更できること。

2837
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2838 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2839
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2840
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2841
一覧のオーダからオーダ取り消し・変更画面が表示できること。

2842 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2843 一覧に表示中のオーダの注射箋を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみで
一括印刷ができること。

2844 一覧に表示中のオーダの実施伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2845
年月を指定して処方箋種別単位のオーダ件数集計ができること。

2846

2847
注射オーダーの一覧が表示できること。 ●

2848 オーダの検索は依頼日・開始日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・注射箋種別で絞り込みできること。 ●

2849
開始日、依頼日の範囲を指定して注射オーダの検索ができること。 ●

2850 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・事後・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・オーダ取り込み状態・注射箋種
別・開始日・依頼日・依頼者名・自動生成番号が表示できること。

●

2851
一覧のオーダの取り込み状態が手動で変更できること。

2852 注射オーダの実施画面を表示し、実施、実施取消、中止、中止解除、実施用量の変更ができ
ること。

2853
実施内容の確認ができること。

2854
実施入力で中止指示を確認できること。

2855
実施入力ではバーコード認証ができること。

2856
実施入力を行っている患者ID・患者名を表示すること。

2857
実施日検索期間をマスタ設定できること。

2858
実施入力で実施単位のコメント入力ができること。

2859
実施入力したコメントは実施伝票に印字できること。

2860 実施画面から実施伝票の印刷ができること。実施伝票はRP単位、および実施タイミング単位
での印刷ができること。

2861
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2862 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2863
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2864
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2865
一覧のオーダからオーダ取り消し・変更画面が表示できること。

2866 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

処方部門

注射部門



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2867 一覧に表示中のオーダの注射箋を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみで

一括印刷ができること。

2868 一覧に表示中のオーダの実施伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2869
年月を指定して注射箋種別単位のオーダ件数集計ができること。

2870

2871
注射オーダーの一覧が表示できること。 ●

2872 オーダの検索は依頼日・開始日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印
刷状態・緊急区分・事後区分・注射箋種別で絞り込みできること。 ●

2873
開始日、部門番号の範囲を指定して注射オーダの検索ができること。 ●

2874 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・事後・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・注射箋種別・実施タイミング（時
刻）・開始日・終了日・依頼日・依頼者名が表示できること。

●

2875
実施を行った実施タイミング（時刻）は背景色で区別できること。

2876
実施日を指定して未実施のオーダの検索ができること。

2877 注射オーダの実施画面を表示し、実施、実施取消、中止、中止解除、実施用量の変更ができ
ること。

2878
実施画面では実施内容の確認ができること。 ●

2879
実施画面では中止指示を確認できること。 ●

2880
実施画面ではバーコード認証ができること。 ●

2881
実施画面では入力を行っている患者ID・患者名を表示すること。 ●

2882
実施画面では実施日検索期間をマスタ設定できること。

2883
実施画面では実施単位のコメント入力ができること。

2884
実施画面で入力したコメントは実施伝票に印字できること。

2885 実施画面から実施伝票の印刷ができること。実施伝票はRP単位、および実施タイミング単位
での印刷ができること。

2886
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2887 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2888
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2889
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2890
一覧からオーダ中止・変更表示できること。

2891 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2892 一覧に表示中のオーダの注射箋を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみで
一括印刷ができること。

2893 一覧に表示中のオーダの実施伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。実施伝票はRP単位、および実施タイミング単位での印刷ができる
こと。

2894 一覧に表示中のオーダの注射ラベルを、個別印刷および任意で選択したオーダの一括印刷が
できること。

2895
年月を指定して注射箋種別単位のオーダ件数集計ができること。

2896

2897
検体オーダーの一覧が表示できること。 ●

2898 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・透析区分・依頼医師で絞り込みできること。 ●

2899
一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・緊急・事後・オーダ取り込み状態・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・オー
ダタイトル・開始日・依頼日・依頼者名・依頼ファイル作成状態・依頼医師の既読状態が表
示できること。

●

2900
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2901 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2902
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2903
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2904
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

注射（実施）部門

検体部門



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2905

一覧のオーダの検査結果画面が表示できること。

2906
一覧のオーダの検査結果を指定したユーザのリマインダに通知できること。

2907 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2908 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2909
検体検査部門では検査会社提出用の依頼ファイルの作成ができること。 ●

2910
検査会社から提供される検査結果ファイルの取り込みができること。 ●

2911
検査結果ファイルはHL7に対応すること。 ●

2912
依頼ファイルの名称をマスタで設定できること。

2913
依頼ファイル作成の検索上限件数をマスタで設定できること。

2914
検体検査結果の参照、コメントの登録ができること。

2915
受診歴を表示できること。

2916
発行場所を指定して検査ラベルの再印刷指示ができること。

2917

2918
画像オーダーの一覧が表示できること。 ●

2919 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・受付区分・実施状態・実施場所・検査区分で絞
り込みできること。

●

2920
一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・緊急・事後・オーダ取り込み状態・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・開始
日・依頼日・依頼者名・検査区分・タイトル・当日のその他検査・受付区分・実施状態・実
施日・印刷日時が表示できること。

●

2921
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2922 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2923
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2924
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2925
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

2926
中止・変更画面では検査と連動する予約がある場合、予約日時の変更ができること。

2927 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2928 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2929 一覧のオーダに表示されている本日のその他オーダ区分名にマウスを置くとその検査のオー
ダ内容が表示されること。

2930 一覧のオーダは受付ボタンをクリックで受付済みに変更できること。その他状態はリスト
ボックスで手動変更できること。

2931
一覧のオーダから検査実施ができること。 ●

2932
検査実施はオーダ内容の確認をしながら実施ができること。 ●

2933 検査実施はオーダ内容に紐づいた実施内容が初期表示されること。実施内容の追加・変更が
可能なこと。 ●

2934
検査実施は実施済みのオーダの再実施を警告・禁止する設定ができること。 ●

2935
一覧のオーダをcsvで出力できること。

2936

2937
処置オーダーの一覧が表示できること。 ●

2938 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・場所・依頼区分で絞り込みできること。 ●

2939 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・緊急・事後・オーダ取り込み状態・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・オー
ダタイトル・場所・開始日・依頼日・依頼者名が表示できること。

●

2940
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2941 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2942
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

画像部門

処置部門



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2943

一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2944
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

2945 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2946 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2947

2948
食事オーダーの一覧が表示できること。 ●

2949 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・印刷状態・栄養指導依頼の
有無・入力者・主治医・依頼区分で絞り込みできること。 ●

2950 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・部門番号・診療科・病棟・
アレルギー・感染症・依頼日・依頼者名・依頼区分・開始日とタイミング・終了日とタイミ
ング・特食指導有無・主治医が表示できること。

●

2951
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2952 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2953
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2954
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2955
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

2956 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2957 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2958

2959
リハビリオーダーの一覧が表示できること。 ●

2960 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・リハビリ種別で絞り込みできること。 ●

2961 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・緊急・事後・オーダ取り込み状態・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・リハ
ビリ種別・開始日・依頼日・依頼者名が表示できること。

●

2962
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2963 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2964
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2965
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2966
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

2967 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2968 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2969

2970
細菌検査オーダーの一覧が表示できること。 ●

2971 オーダの検索は依頼日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・
緊急区分・事後区分・オーダ取り込み状態・細菌種別で絞り込みできること。 ●

2972 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・入外・取り消し状態・部門
番号・緊急・事後・オーダ取り込み状態・診療科・病棟・病室・アレルギー・感染症・採取
日・検査日・依頼日・依頼者名・検査種別・材料が表示できること。

●

2973
オーダ一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2974 一覧のオーダから患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を
選択できること。

2975
一覧のオーダから該当オーダの詳細が表示できること。

2976
一覧のオーダから該当患者の最新カルテが表示できること。

2977
一覧のオーダからオーダ中止・変更画面が表示できること。

2978 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧のオーダからアレルギー・感染症の確認画
面が表示できること。

2979 一覧に表示中のオーダの依頼伝票を、個別・全部・任意で選択したオーダのみ・未印刷のみ
で一括印刷ができること。

2980

2981
カルテ入力・文書棚で入力したカルテ記事の一覧が表示できること。 ●

リハビリ部門

細菌部門

文書部門

食事部門



行 要求要件 必須 回答 備

電子カルテ・オーダリングシステム 回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
2982 オーダの検索は入力日・実施日・入外・診療科・病棟・患者ID・取り消し状態・印刷状態・

事後区分・文書種別・タイトル・紹介先・紹介元・入力者で絞り込みできること。 ●

2983
一覧表示する文書種別をマスタで設定できること。

2984 一覧には患者ID・患者氏名・カナ氏名・年齢・性別・印刷状態・取り消し状態・診療科・ア
レルギー・感染症・入力日・実施日・依頼者名・文書種別・文書タイトルが表示できるこ
と。

●

2985
文書一覧は所定の時間で自動更新がかかり最新の情報を取得できること。

2986 一覧の文書から患者カルテが表示できること。また表示するカルテの診療科・初期画面を選
択できること。

2987
一覧の文書から該当文書のカルテ記事が表示できること。

2988
一覧の文書から該当患者の最新カルテが表示できること。

2989 アレルギー・感染症の陽性情報がある場合は一覧の文書からアレルギー・感染症の確認画面
が表示できること。

2990 一覧に表示中の文書のカルテ記事を、個別・全部・任意で選択した文書のみ・未印刷のみで
一括印刷ができること。



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備
1

2

3
システムの構築にあたり、下記の構成で対応できること。

4 ・システムの稼働するOS、DB、システム間(OS間)の通信プロトコル等は国際標準、業界標準
を採用していること。

5 ・リレーショナルデータベースの採用により、多角的なデータの活用と柔軟な運用を実現す
ること。

6
・システム稼働環境の仮想化など、必要に応じ柔軟な構成を行い構築すること。

7
・クラウド環境において、シンクライアント環境に対応できること。

8
・サーバーのOSは、Windows Server 2016、2019で稼働すること。

9
・クライアントPCのOSは、Microsoft Windows 10 Proで稼働すること。

10 ・ウイルス感染対策については、クライアントではFD、CD-ROM、USBデバイス等を使用できな
いようにすること。

11

12
突発的な障害対応を除き、年１～２回の計画メンテナンス以外は24時間稼働できること。

13 サーバーの物理的な故障に備え、構成の冗長化を行いシステムの停止時間を極小化するこ
と。

14
電気系統の障害時に電源供給を行う無停電電源装置を設置すること。

15
ディスク装置は、ディスク障害による業務の停止を防止する構成をすること。

16 ディスク障害などによりディスク交換が必要な場合にもサーバーを停止せずに交換できるこ
と。

17
ディスク障害時には、データを直前(1日以内のバックアップ)の状態まで復旧できること。

18 電源・ファン・ネットワークカードなどの多重化等、障害に強い信頼性の高いサーバーを提
案すること。

19
システム切替時や操作訓練用に本番環境とは別にテスト環境を用意すること。

20
本番系とテスト系を同時に運用する機能を有すること。

21

22
画面解像度については、1920*1080（フルHD）の表示に対応していること。

23

24

25
下記についてシステム全体で対応できること。

26
・印刷物を端末毎に出力先のプリンターを管理・設定できること。

27

28
電子カルテシステムと同一のユーザID・パスワードを用いたログインに対応できること。

29
シングルサインオンに対応できること。

30
ログインにはユーザーIDとパスワードの入力を要すること。

31
各オペレータは自分のオペレータＩＤに対するパスワードを管理(変更)できること。

32 予め登録された端末ID以外の端末からはメニュー選択できないようなセキュリティの仕組み
を持つこと。

33
パスワードに使用期限を設定可能で、期限切れの場合はメッセージを表示すること。

34 新しくパスワードを設定する場合に過去に使用したパスワードを再度使用可能とするか設定
できること。

35 誤ったパスワードで一定回数を超えてログインを行った場合にログインの制限をできるこ
と。また試行回数を設定できること。

36
試行回数を超えてログインを行いロックがかかった状態を管理者が解除できること。

37
パスワードの最低文字種類数、最低文字数および最大文字数を設定できること。

38 パスワードに使用可能な文字の種類は「数字、英字（大文字）、英字（小文字）、記号」の
最大４種類であること。

39 パスワード登録時、上記の要件を満たさない場合は種類数が不足しているかまたは文字数が
不足しているかの警告を表示すること。

40

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

サーバー

クライアント

システム機能

全体機能概要

ログイン管理

区　分

システム稼働要件

ログ管理

システム稼働要件



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
41 データ登録時に記録しているジャーナルは端末名、ログインユーザー、日時を含んでいるこ

と。

42
記録されたジャーナルを一覧出力できること。

43
オペレーターがどの業務を起動したかジャーナル保守で確認できること。

44
ジャーナルの検索が日付・オペレータ・テーブルID・患者番号で絞り込みできること。

45
ジャーナルをCSVで出力できること。

46

47
夜間タスクによるデータベースのバックアップの自動化できること。

48
バックアップの成否をチェックできること。

49
バックアップ失敗時はユーザに通知できること。

50
バックアップデータは曜日毎に保存できること。

51
バックアップデータは同時に複数個所（NAS等）に保存できること。

52

53 電子カルテシステムと医事会計システムは、オーダーデータの連携も含めて密接に連携する
こと。

54
一括起動が可能なツールを有していること。

55

56 会計カードデータ及びレセプトデータにおいては、60ヶ月(5年間)以上のデータをサーバー内
に蓄積し確認・修正作業が容易にできること。

57
マスタの世代別管理が無制限にできること。

58

59
様々なデータをCSVデータに抽出できること。

60

61
診療報酬制度改正時等、対応情報を迅速に対応できること。

62
上記の対応は、ソフトウェアと点数マスタ両方に対してできること。

63 改正処理はCD、DVDを医療機関宛てに送付すること。また、手順に従い医療機関担当者で実行
できること。

64

65 顧客要望の吸収により追加、或いは改修された機能が、改正対応時など一定のタイミングで
提供されること。

66

67
遠隔回線による保守作業を適宜実施できること。

68
新薬情報、経過措置情報、保険者情報、サポート情報を適宜提供できること。

69 診療報酬情報提供サービスによる、点数マスタ・病名マスタ・郵便番号マスタ・レセ電マス
タをユーザが一括更新するモジュールを提供できること。

70

71
マウス及びキーボードによる簡単な入力方法を採用していること。

72
キーボード操作のみ(マウスレス)での入力が可能であること。

73
設定によりメインメニューの色が変更できること。

74
統一されたファンクション・キーの配置により操作性の向上が図られていること。

75
画面はカラー表示し、ハイライトや下線表示などで視認性の向上が図られていること。

76 画面を最大化、或いは任意で拡大を行った際、そのサイズに応じて各画面のフォントサイズ
が拡大されること（検索画面を除く）。

77
検索画面は任意の画面拡大が行え、その拡大率に応じて情報の表示領域が拡大されること。

78 次の業務メニューについては、フルHD解像度で画面表示をする際に表示される情報量も併せ
て増加すること。
（入外診療計算／入院料計算／診療内容照会／収納処理／オーダー取込）

79 患者番号を入力して操作する画面では常に患者コメント、収納情報(未収、預り金保証金)、
今回入院情報、算定歴、病歴、受診歴(科歴)を表示する機能を有すること。

改正

システムの成長性

バックアップ

インターフェース

データ保存・世代管理

データの有効活用

保守

視認・操作性



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
80

81

82
病院名は院内用として最大10文字、正式名称として最大30文字登録できること。

83
病院代表者氏名を登録できること。

84
以下の医療機関コードを登録できること。「医療保険用、労災用、歯科用、分娩管理用」

85
履歴での管理ができること。未来日の設定ができること。

86
各曜日の午前診、午後診の時間を登録できること。

87

88
診療所、病院に対応できること。

89
特定機能病院に対応できること。

90

91
1年間の休日・祝日を登録できること。

92 成人の日、敬老の日や春分の日、秋分の日など変動する祝日については日付を入力せずとも
区分登録により自動的に祝日の扱いとなること。

93
曜日別の休日を設定できること。

94

95
郵便番号の他、JISコード、カナ住所、漢字住所が登録できること。

96
郵便番号マスタは毎月最新の状態になるよう更新できること。

97

98 窓口帳票（処方箋、明細書、請求書、領収書、督促状、カルテ１号紙、基本伝票等）につい
てそれぞれ端末別に出力先プリンターを設定できること。

99
プリンターの設定としてトレイ、サイズ、余白を設定できること。

100
オーバーレイ（枠線等）を印字するかどうかを設定できること。

101 印刷物および端末単位で印刷方法を直接印刷（プレビューを表示しない）とするか、プレ
ビュー表示とするかを設定できること。

102

103
点数マスタ、科マスタ、病棟・病室マスタ等各マスタの一覧表、早見表を印刷できること。

104
全ての帳票において、画面のプレビューができること。

105
点数マスタ、科マスタ、病棟・病室マスタ等各マスタをCSV出力できること。

106

107
診療科を最大999科まで管理可能で、歴対応していること。

108
診療科の正式名称は最大１０文字まで登録できること。

109 画像診断管理加算の自動算定について「不可・外来のみ・入院のみ・入外」の実施有無を科
マスタに登録できること。

110
手術・処置時間外加算の施設基準適合有無を登録できること。

111
造血管細胞移植のコーディネート体制充実加算の算定有無を登録できること。

112
レセ電算用の科コードを登録できること。

113

114
備考を３か所登録できること。

115
パスワードは「****」の形式でマスクされた状態で表示されること。

116
職員区分が「医師」の場合麻薬施用者Noを登録できること。

117 適用終了日を設定できること。また、期限切れのオペレータについても表示できる機能を有
すること。

118

119
保険者マスタは『全国保険者番号簿』に準拠したマスタを装備していること。

休日管理

郵便番号マスタ

印刷処理初期値管理

マスタ一覧表出力

科マスタ

マスタ管理

医療機関マスタ

システム制御

オペレータマスタ

保険者マスタ



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
120 以下の項目を管理できること「保険者名称、郵便番号、所在地、電話番号、記号情報、給付

率、結核情報、精神情報」

121

122
病歴登録で使用する病名コードの登録・管理ができること。

123
病名マスタは、病名・接頭語・部位・接尾語に分けて管理できること。

124
病名コードの他に入力用略称の設定ができること。

125
設定により、医科病名と歯科病名を共通・分けて管理できること。

126
病名マスタには、レセ電コードの他にMEDISコードの登録もできること。

127
病名マスタは社会保険支払基金のレセプト電算処理システム傷病名マスタを採用し、MEDISの
ICD-10対応電子カルテ用標準病名マスタも対応していること。
標準の病名マスタにはMEDISのマスタを採用しており厚生省コード・ICD10にも対応できるこ
と。

128
ML-A病名マスタをWebサービスからダウンロードすることにより更新ができること。

129

130
紹介情報に使用する医療機関情報を登録・管理できること。

131
医療機関情報は、医療機関コードの単位で登録ができること。

132

133
保険診療に対する優待設定ができること。

134
食費に対する優待設定ができること。

135
雑医療の分類毎に優待設定ができること。

136
優待率、優待額、限度額による優待設定ができること。

137

138
郵便番号に紐つく住所情報を登録・管理ができること。

139
住所情報と併せてJISコードも管理・登録ができること。

140

141
病棟の施設基準、病室属性の変更を履歴により判断する機能を有すること。

142
病床機能報告を出力する機能を有すること。

143
病棟毎の基本料を自由に設定する機能を有し、施設基準変更時に未来日に有効となる登録が
可能で、履歴管理ができること。
病棟毎の基本料を自由に設定する機能を有すること。また、施設基準変更時に対応でき、履
歴管理する機能を有すること。

144
病棟内にある病室マスタを登録・管理できること。

145
病室毎に室料差額の設定ができること。

146
病室毎に対応している特定入院料等の設定ができること。

147

148

点数マスタ保守画面で以下の項目を修正できること。
・使用開始日 ・使用終了日 ・表示用漢字名称 ・表示用カナ名称 ・レセ用漢字名称 ・レセ
用漢字名称 ・表示用漢字単位 ・表示用カナ単位 ・レセ用漢字単位 ・レセ用漢字単位 ・点
数/金額 ・税区分 ・税額 ・単点区分 ・入外区分 ・医科歯科区分 ・病院/診療所区分 ・数
量形式（数量の入力形式に関する区分） ・年齢区分 ・保険区分 ・結核区分 ・レセプト出
力判断 ・使用量の上限・下限 ・投与日数の上限 ・統計区分

149
ML-A標準の点数マスタを利用できること。

150
未登録点数マスタの一括作成ができること。

151
使用期限切れの点数マスタを検索できること。

152 設定により薬品の使用上限値等のチェックができること。また、エラー・ワーニングの切り
替えができること。

153 行為・薬品はセンター点数マスタから作成する機能を有すること。また、センター点数マス
タにはレセ電算コードが登録されていること。

154

155
厚労省から発表される一般名処方マスタを元に登録・管理できること。

156
一般名処方マスタと例外品目マスタから病院管理の薬剤を紐付けができること。

郵便番号マスタ

病棟・病室マスタ

点数マスタ

一般名処方マスタ

病名マスタ

優待マスタ

紹介病院マスタ



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
157

紐付け処理は一括で行うことができること。

158
一括紐付けを行った場合は、処理後にリストを出力ができること。

159

160
診療入力画面で入力略称の検索、置換ができること。

161

162
診療区分の異なる項目でセットを作成できること。

163
セット項目作成時、単品項目とセット項目を混在させることができること。

164
セット項目の内容を、診療入力と同一画面で参照できること。

165

166
伝票マスタによる選択入力ができること。(処置伝票、検査伝票等)。

167

168
任意のマスタによる背反チェック設定を登録・管理できること。

169
略称単位による同計算画面内チェック設定を登録・管理できること。

170
管理略称単位による同月内チェック設定を登録・管理できること。

171
AND/ORでの設定ができること。

172

173

174
下記について医事会計全体で対応できること

175
・日付表示は西暦・和暦が選択できること。

176
・豊富な照会機能(ポップアップウィンドウ)により、入力を中断せずに検索できること。

177
・病院・診療所の料金算定ができること。

178 ・患者番号入力域で下矢印キー(↓)を押すと、その端末で直近に使用した5件（設定により最
大20件）までの患者番号及び患者氏名を照会でき、選択することにより患者番号が入力され
ること。

179

180 ログインしたオペレータID毎に、メニュー項目一つ一つに対して、1更新許可、2照会のみ許
可、3メニュー選択不可の詳細な設定ができること。

181
ログインしたオペレータID毎に個別メニューを作成できること（マイメニュー機能）。

182
メニューは常に表示された状態で、同時に9業務まで稼動できること。

183
同時に稼動させる業務数は制限をかけることもできること。

184

185
ログイン画面に掲示板機能を有すること。

186

187 各業務メニューのヘルプ情報（マニュアル情報）が操作中画面と紐づいて呼出しできるこ
と。

188

189
各一覧表示域において、文字列検索機能(部分検索機能)を有すること。

190

191 電子カルテシステムと医事会計システムは、オーダーデータの連携も含めて密接に連携する
こと。

192 電子カルテシステムと同一のユーザID・パスワードを用いてログインすることに対応できる
こと。

193

194
1台のサーバー機で複数医療機関を稼動させることができること。

195

入力用略称変換マスタ

掲示板

複数医療機関

電子カルテ接続

項目の検索

ヘルプ

診療伝票マスタ

セットマスタ

診療病名チェックマスタ

医事会計共通機能

メニュー

患者管理

医事会計共通機能



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
196

197 患者番号が不明の時、カナ氏名(一部も可、名前のみも可能)・性別・生年月日を検索条件に
して、患者番号照会をできること。

198 患者検索は、患者番号、氏名、性別、生年月日または年令、電話番号、最終来院日のそれぞ
れをキーとして行なえること。

199
患者検索は、旧姓を含めて参照することもできること。

200
患者検索のあいまい検索ができること。

201
システム日付現在、入院中の患者のみ検索ができること。

202

203
登録された基本情報は永久保存情報として常時オンラインの照会ができること。

204 一患者一番号制を採用していること(番号は最大11桁、ハイフン等による編集もできるこ
と)。

205 患者番号の発番方法は次の3種類から選択できること(1.自動発番、2.半自動発番、3.手動発
番)。

206 患者登録で氏名(カナ・漢字・旧姓)・生年月日・性別・住所・電話番号・携帯番号の登録が
できること。

207 新患登録、登録する患者氏名で検索を行い、患者番号の二重登録を防ぐことができること(重
複入力チェック:、カナ氏名、性別、生年月日、電話番号)。

208
漢字氏名、フリガナとも40文字まで登録できること。

209
患者カナ氏名の拗音(ｬ、ｧetc)を気にせず、検索する機能を有すること。

210 姓名辞書(IME準拠)を備えて、カナ氏名入力後、1回のキー操作で漢字名候補が表示され、該
当の漢字を選択できること。

211
生年月日については、西暦でも和暦でも入力できること。

212
生年月日は和暦表示とし、マウスを位置付けることにより西暦で確認できること。

213
生年月日の表示と合わせて、年令が『○○才○○ヶ月』の形式で表示されること。

214
新患登録時の性別初期値制御ができること。

215
住所から郵便番号の入力ができること。

216
郵便番号からの住所登録ができること。

217
住所の詳細情報(番地・アパート名等)までの登録ができること。

218
自宅住所の他に勤務先情報・連絡先情報・請求先情報・保護者情報が登録できること。

219
地区コードや統計コードの登録ができること。また、その情報で検索ができること。

220
患者に対するコメント999件登録できること。(受付時、診療入力時に表示可能)。

221
患者に対するフリーコメントを全角1750文字（半角3500文字）登録できること。

222
同一世帯の患者番号を登録できること。

223
患者単位で優待設定ができること。

224 個人情報保護等、患者識別の為の区分設定があり、患者一覧表示ではその区分に応じて患者
氏名の色を変更できること。

225
テスト患者の登録が、区分設定によりできること。

226
患者登録画面において、病院固有の情報として10個以上の管理登録ができること。

227
死亡患者が色分けできること

228
患者単位で診療明細書の発行不要の設定が入外別できること。

229
外来の主診療科・主治医の登録ができること。

230
患者登録画面で入院情報が確認できること。

231
診察券の再発行ができること。

232

233
患者の来院歴情報や入院歴情報(移動歴・算定保険歴情報を含む)の照会ができること。

234
初回来院の登録有無を会計入力略称で判定できること。

235
入退院履歴情報は、無制限の履歴管理ができること。

受診歴・入退院歴

患者基本情報

患者検索



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
236

237
病歴の登録単位は、診療科単位、または患者単位の選択ができること。

238
病名は無制限に登録できること。

239
複数保険使用患者の場合、保険別(法別単位)に病名を登録できること。

240
治療中、当月転帰、前月転帰、全件の条件を組み合わせての病歴表示ができること。

241
病名登録画面では入外別又は両方、科別又は全科の適用病名の照会限定機能を有すること。

242
病名は、略称またはコードによる入力ができること。

243
病名は、略称及びコードで入力する機能を有すること。ワープロ入力を不可とできること。

244
登録されていない病名は、直接ワープロ機能で登録できること。

245
病名ワープロ入力で、病名マスタを参照し、その内容を変更登録できること。

246
病名検索は、コード順・略称順・病名順がそれぞれできること。

247
病名は、入力を中断せずに照会・選択ができること。

248
接頭語・部位・病名・接尾語の組み合わせによる、病名の登録ができること。

249
主病の設定により、レセプトに主傷病名の表示ができること。

250
主病名登録が入外別の指定もできること。

251
疑い病名はチェックボックスにて登録できること。

252
病名補足コメントの入力機能を有すること

253 病名を、外来・入院で共通にするか、また外来のみ・入院のみに分けるかの選択をできるこ
と。

254
特定疾患のフラグが自動表示されること。

255
保険適用外(レセプトに非表示)の病名を入力できること。

256
他科への移動・複写をできること。

257
初診料入力時に、過去病名の転帰を「治癒」または「中止」にできること。

258
病名に期限を設定できること。(1月間のみ有効など)

259
複数の病名に対して一括転帰処理(同日・同転帰区分)ができること。

260
ワープロ病名を斜体文字で表示して、コード病名とワープロ病名の識別ができること。

261
既に登録のある病名と重複して病名を登録するとチェックがかかること。

262
リハビリの起算日登録・管理ができること。

263
レセプト電算データ　廃止病名をワープロ病名として記録できること。

264
病名は追加、訂正、転帰を電子カルテから取得する機能を有すること。

265
病歴登録（医科病歴）されている病名情報を検索できること。

266
病名コードによる該当患者検索ができること。

267
病名文字列による該当患者検索ができること。

268 検索結果を画面に表示し、表示された情報を選択することで病歴登録画面へ遷移できるこ
と。

269
検索結果を印刷・CSV出力できること。

270

271
電子カルテ側で登録した患者病歴情報を医事会計システムで利用できること。

272

273
他病院からの紹介、または当院から他病院への紹介患者の登録ができること。

274 紹介患者の場合は下記の情報が登録できること。
・紹介病院名・紹介日・病名・紹介医師・備考

275
紹介情報での統計を作成できること。

紹介情報登録

病歴電子カルテ連携

医科病歴登録



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
276

紹介患者の紹介区分の初期値制御をできること。

277

278
診察券の再発行ができること。

279
カルテ1号紙の再発行ができること。

280
院外処方箋の再発行ができること。

281
診療明細書の再発行ができること。

282

283
新患登録時、オートエンボッサーにより、診察券の自動発行ができること。

284
診察券の再発行ができること。

285

286
医事会計システムで入力された患者基本情報は電子カルテシステムで利用できること。

287
登録した患者情報は、関連部門全てで共通に利用できること。

288

289
カルテのアリバイを管理できること。

290
カルテ1号紙が患者登録終了時に自動発行されること。

291

292

293
保険は法別単位に登録・管理できること。

294
登録法別は、それぞれ履歴管理ができること(無制限・永久保存)。

295
各保険証の確認歴を照会できること。また最終確認日がわかること。

296
複数保険保持者の使用保険を選択できること。

297 保険登録時、保険者マスタとチェックを行い又、社保・国保はチェック・ディジットを計算
し、誤入力を防止できること。

298
各保険(法別)の有効期限管理ができること。

299
保険者番号入力で、保険を判断し、負担割・レセプト種別を自動設定できること。

300 社会保険、国民健康保険、後期高齢者保険の他、労災、公災、自賠(新自賠責)、公害に対応
していること。

301 年令15歳未満で、社会保険の本人である場合や年令30歳以下で、退職者の本人である場合は
警告とすること。

302
65歳以上の退職者の本人は警告とすること。

303
保険登録時に診療科の限定及び除外を設定できること。

304
保険診療と自由診療との識別ができること。

305 保険保有情報は主保険、公費各20個以上の保険登録ができること。
且つ、診療計算入力では保険+4種類の公費併用入力に対応できること。

306
県の福祉医療の対応における登録ができること。

307
保険単位で優待区分の設定ができること。

308
被保険者名・続柄・職種等の入力ができること。

309 義務教育就学前登録された保険について、義務教育就学後に負担率等の保険情報変更作業が
不要なこと。

310
保険証確認を行ったオペレーターが分かること。

311
保険証確認日が履歴管理ができること。

312
生保受給者番号一括変更できること。

313 国保免除、国保委任払い(一般、上位所得、低所得)、長、生保一部負担金、食事減免(低所
得、老齢年金、全額、長期別に金額、期間も登録)の設定ができること。また、公費有りでマ
ル長の登録ができること。

314
年齢65歳以下で、後期高齢者(法別39)が入力された場合、警告表示ができること

患者保険登録・更新

患者情報電子カルテ連携

診察券発行機連携

再発行

カルテアリバイ管理

患者保険管理



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
315

国民健康保険と生活保護の併用の場合、警告表示ができること。

316 前期・後期高齢者低所得認定の期間、種別を入力する機能を有すること。また、期間ごとに
金額を変更する機能を有すること。

317
境界層に該当する患者の登録ができること。

318 患者保険に対するコメントが40文字・最大5つまで登録ができること。(受付時、診療入力時
に表示可能)

319
高額療養多数該当の設定ができること。

320
高額療養費多数該当の判断を自動でできること。

321
高額療養費の入院、外来限定ができること。

322
高額療養費の負担金の徴収状況の確認ができること。

323
高額療養費の期限管理ができること。

324
高額医療費制度の対象月について、確認・変更ができること。

325 指定難病、小児慢性などの公費併用時の公費給付金額および高額療養費の発生有無を確認で
きること。

326
上記情報を修正・作成・削除できること。

327 他医療機関と通算の公費について、他医療機関での算定金額を登録して計算に反映できるこ
と。

328
他医療機関と通算の公費について、月ごとの負担金額を一覧で確認できること。

329
公費併用時の患者負担額を自動計算できること。

330
更生医療・育成医療の負担限度額日割計算を自動でできること。

331
公費の患者負担金の徴収状況が確認できること。

332 自立支援法と肝炎治療法、指定難病医療費助成、小児慢性特定疾患にて他医療機関での自己
負担金額の登録ができること。

333

334
月単位で生保を持つ患者の一覧を表示できること。

335
当月診療のある患者に絞り込んで表示できること。

336 一覧から当月適用開始の受給者番号のある歴が判断できること。(医療券の有無の判断ができ
ること)

337 一覧から複数患者の更新受給者番号を入力し、まとめて当月分の歴を作成できること。(医療
券の設定がまとめてできること)

338
一覧からダブルクリック等の操作で保険登録画面に遷移できること。

339
一覧表示した内容をCSVファイルに出力できること。

340

341
社保、国保、公費、自治体公費の保険証が読取りできること。

342 保険証読取りシステムの利用により保険証画像を保管・保険情報と結びつけることができる
こと。

343 保険証読取りシステムの利用により読取った保険証情報を医事システムへ取り込みできるこ
と。

344
新しい保険証、様式について、読取りできるようシステム対応をできること。

345
保険証情報は履歴管理できること（適用開始日／保険証確認日）

346

347
医事会計システムで入力された患者保険情報は電子カルテシステムで利用できること。

348

349 資格確認端末にてマイナンバーカードを読み取りした結果を医事システムへ取込できるこ
と。

350 オンライン資格確認端末（システム）へ保険資格確認要求を行いその結果の取込ができるこ
と。

351
取込した資格確認結果を医事システムの患者情報、保険情報に反映できること。

352 予約情報を利用し来院予定患者の保険資格確認を行い、保険が無効な患者を把握できるこ
と。

353

354

外来業務

外来予約登録

オンライン資格確認

患者保険情報電子カルテ連携

保険証読取りシステム

生保受給者番号一括変更



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
355

診療予約(予約日・診療科・医師・予約時間・コメント)の登録ができること。

356
予約患者一覧表(医師別・診療科別)を帳票印刷できること。

357
翌日診療予定患者の外来基本票を一括発行できること。

358
一覧表示した内容をCSVファイルに出力できること。

359

360
電子カルテ側で登録した予約情報を医事会計システムで利用できること。

361

362
受付状況照会により、受付人数・受付時間・会計時間・コメントを把握できること。

363
再来受付登録にて、1患者当たり複数科の受診登録ができること。

364
再来患者の保険確認、修正処理ができること。保険別の保険確認・修正処理ができること。

365
外来基本票(一般的呼称)の発行ができること。

366
外来基本票の再発行ができること。

367
紹介状の有無や救急車による来院を区分登録できること。

368
患者毎の受付情報を参照できること。

369
科毎の受付状況を参照できること。

370
受付状況照会から診療計算へ展開できること。

371
受付状況照会では全体から科明細そして患者明細へ展開表示できること。

372
受付番号の付番方法や表示方法が設定可能であること。

373
併科受付に対応していること。

374
予約情報から受付処理をできること。

375

376 電子カルテ側で登録した受付情報を医事会計システムで利用できること。
（カルテ側で受付管理する場合）

377

378
再来受付機システムと接続できること。（医事側で受付管理する場合）

379
受付した情報を電子カルテへ連携できること。（医事側で受付管理する場合）

380

381

382
選択日付の入院予約一覧・退院予約一覧を参照できること。

383
選択日付の入院一覧・退院一覧を参照できること。

384
診療科・病棟で表示条件をデータを絞ることができること。

385

386 入院登録画面等でコード表示部分にマウスを位置付けることで名称等の情報がポップアップ
表示すること。

387
病室マスタの設定により、室料差額を自動設定できること。

388
自動設定された室料差額を患者単位に変更することもできること。

389
入院登録では、病棟・病室の両方、または病室のみかを選択できること。

390 再入院登録時、過去の入院歴の参照が可能で、どの歴に対しての再入院かが指定出来ます。
また通算入院日数の引き継ぎができること。

391
入院変更は、どの入院歴に対しての変更かを指定できること。

392
転科・転室の登録ができること。

393
過去の転科・転室情報の登録・修正・削除をできること。

394
入院登録時にカルテを発行できること。

再来受付機連携

受付情報電子カルテ連携

再来受付

入院登録

入退院予約

予約情報電子カルテ連携

入院業務



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
395

入院を繰り返した場合の入院期間の引継ぎが出来、入院基本料に反映されること。

396
他院からの転院の場合に履歴登録でき、入院時からの入院料等の計算に反映されること。

397
入退院履歴情報は、無制限の履歴管理ができること。

398
入院登録、転科転棟画面で担当医が3名登録できること。

399
未来日の入院登録ができること

400
保証人氏名、住所、電話番号を登録する機能を有すること。

401
室料を、課税・非課税のどちらでも選択でき、その期間を設定入力する機能を有すること。

402
入院取り消し、変更する機能を有すること。

403
同日の退入院の登録ができる機能を有すること。

404
救急医療管理加算の選択式コメントを入院登録画面で登録できること。

405 出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500未満」、「1,000g未満」の中から
該当するものを選択してレセプトに記載できること。

406 患者の該当する入院形態として、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中か
ら該当するものを選択してレセプトに記載できること。

407
入院登録時に初診の設定をすることで初診料の算定が可能なこと。

408

409
退院登録をすると引き続き入院会計書発行画面に遷移し、請求書を発行できること。

410
退院証明書の発行ができること。

411
退院証明書は退院前(入院中)でも発行できること。

412
前回入院分の退院証明書を発行できること。

413
退院証明書の再発行ができること。

414

415
入院患者照会画面では、現在入院中の患者を患者番号順・氏名順に表示できること。

416
一覧から入院登録画面やDPC登録情報等への遷移ができること。

417
診療科・病棟で表示条件をデータを絞ることができること。

418
病室毎に使用状況が確認できること。

419 入院料計算画面では、1か月分の入院基本情報(保険、入院料、食事有無等)が表示され、登
録・変更等ができること。

420 外泊精神が精神病棟以外で入力された場合、警告できること。また外泊精神の3日間を越えて
の連続入力、1月以内で6日間を越える入力をした場合、警告できること。

421
食有以外で特別食・選択食を入力した場合、警告できること。

422 入院料計算画面では、対象年月の変更により、過去あるいは未来のカレンダー表示もできる
こと。

423

424
入院中患者に対する定時請求書を出力できること。

425 金額の誤り等をチェックするために、入院定時請求書を発行する前にチェックリストを出力
できること。

426
月二回以上の定時請求の場合、同月内の前回請求分の差額を今回請求に反映できること。

427 入院定時請求書発行は、患者番号順か、病棟・病室順、カナ氏名順・・・・・病棟・カナ氏
名順からの選択ができること。

428
入院中の患者及び退院患者について料金試算ができること。

429
リアルタイムな料金問い合わせができること。

430
入院概算票が発行できること。

431

432
患者毎に定期処方内容を登録・管理できること。

433
登録した定期処方内容を診療入力画面から取り込むことができること。

434
定期処方内容を一括で取り込むことができること。

定期処方

入院会計

入院患者検索

退院登録



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
435

436
出産育児一時金等の直接支払制度に対応していること。

437
出産育児一時金等の直接支払制度に沿った分娩費用明細書を発行できること。

438 出産育児一時金等の直接支払制度に沿った出産育児一時金等代理申請・受取請求書を発行で
きること。

439
出産育児一時金等の直接支払制度について、多胎児の場合に対応していること。

440 出産育児一時金等の直接支払制度について、診療行為による判断で分娩費用明細が自動で設
定されること。

441
出産育児一時金等の直接支払制度について、保留登録ができること。

442

443
療養病棟入院時にADL登録による医療区分の変更がてきること。

444
療養評価票の発行ができること。

445

446
電子カルテ側で登録した入院予約、入室情報を医事システムで利用できること。

447
電子カルテ側で登録した退院予約、退室情報を医事システムで利用できること。

448
電子カルテ側で登録した転科転棟情報を医事システムで利用できること。

449
電子カルテ側で登録した食事あり、欠食情報を医事システムで利用できること。

450
電子カルテ側で登録した特別食情報を医事システムで利用できること。

451
電子カルテ側で登録した外泊情報を医事システムで利用できること。

452

453
電子カルテ側で登録したADL評価情報を医事システムで利用できること。

454

455
ADLオーダーを取り込むことができること。

456

457

458 複数保険保持者では、主法別を指定することにより使用法別の組み合わせを自動選択するこ
とができ、入力行為単位で保険内容の切替(公費の適用)が可能であること。

459
過去の受診歴・入院歴をカレンダー形式で表示できること。

460
外来では各科会計、集中会計共に診療科別にデータを持ち、統計上反映できること。

461 行為、薬品等は全て略称又は診療行為No.により入力をできること(略称は最大6桁まで可能で
あること)。

462
一診療内での入力行数は800、一行為内の略称数は100までの登録が可能であること。

463
一項目につき、複数の略称を設定できること。(但し、使用するのは入力時のみとする)

464 略称有効期限切れ(使用禁止)チェックをできること(エラーまたはワーニングメッセージの表
示)。

465
ウィンドウ表示により、診療入力を中断せずに、略称やセットを照会・選択できること。

466
略称検索は、略称順、名称順、解釈番号順、点数順の切り換えが可能であること。

467
マスタ名称はレセ用と、画面表示用と二種類を備えていること。

468 一行為内で同一略称の入力があった場合は、設定により次の5種類から対応なこと(1.自動的
にカット、2.エラーメッセージで警告、3.ワーニングメッセージで警告、4.加算する、5.何
もしない)。

469
乳児などの診療行為摘要チェックをできること。

470
診療区分の異なるものに対し警告できること。

471 Do入力では、前回Do・行為Do・日付Do・前月Doができること。また、ショートカットキーに
より直前の行為Do入力ができること。

472
他科のDo入力ができること。

473
他保険のDo入力ができること。

療養評価システム連携

療養評価電子カルテ連携

入院情報電子カルテ連携

療養評価登録

出産業務

診療計算

基本機能



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
474

診療内容の削除はdelキーでできること。

475 入力診療行為単位に診療科(但し同一レセ科)、法別組み合わせ、医師、時間外区分を変更で
きること。

476 診療入力後、外来請求書・診療明細書、処方箋を自動発行できること(設定により印刷前のプ
レビュー表示ができること)。

477
各種自動算定項目を備えていること。

478 会計入力中に、各種算定履歴、病名情報、コメント(基本情報・保険情報)の参照可能である
こと。

479
入外をまたいでのDo入力ができること。

480
再計算後の患者請求書は、差額分、全額分のどちらでも作成ができること。

481
会計入力中に保険証の確認ができること。

482
患者請求書を発行する直前迄、入力中の診療データについては修正ができること。

483
マスタの設定は会計入力途中でも同時にできること。

484 入力に際し、略称コード入力、コード検索入力、伝票コード入力及びセット入力等が可能で
あること。

485
適用保険のさかのぼり請求ができること。

486
他の診療に包括される診療を入力した場合、自動的に包括(0点)制御されること。

487
包括(0点)制御された略称は、識別できるよう違う色で表示されること。

488 検査判断料、注射手技料、時間外加算、乳幼児加算など、他の略称を入力したことにより自
動発生した略称は、識別できるよう違う色で表示されること。

489 事前にチェック用マスタの設定を行うことにより、独自の入力チェックをできること。
(ＡとＢは同時算定不可など)

490
同一診療群を複数患者に対して一括して登録できること。

491
1会計画面の入力中に同月の他診療日の入力ができること

492 入院中患者に対し、病棟単位・複数患者指定で一括診療入力ができること。
また、入力する行為単位で登録する日数を指定できること。

493
会計画面の入力域の場所(列)を端末ごとにカスタマイズできること

494
コメント登録がある患者の会計画面を開いた場合、自動的に情報参照画面を起動できること

495 新規診療の際に選択された診療科と保険の限定除外設定を考慮した算定法別の初期表示を行
う制御ができること。

496
診療計算登録後にワーニングメッセージが確認できること。

497
算定回数チェックができること。

498
外来、入院とも、科別、実施部門、実施場所別にデータを持ち、統計に反映すること。

499
診療日は過去3年から翌月末日までの期間入力をできること。

500
診療入力初期画面から，直接レセ照会や病歴の画面に遷移できること。

501
乳幼児加算の自動算定ができること。

502
幼児加算の自動算定ができること。

503
時間外・深夜・休日の処置への引継算定ができること。

504
時間外加算ができること。

505
時間外特例医療機関加算の算定ができること。

506
複数診療科における重複算定関連チェックができること。

507
初診料と特定疾患療養指導料の相関チェックができること。

508
診療計算のエラー内容が確認でき、未解決のものに絞り込めること。

509
患者単位に定期処方を登録でき、診療入力時に取り込みできること。

510
診療入力画面で入力略称の検索、置換ができること。

511
保険変更があった場合、遡って診療データおよび入院料を一括保険変更ができること。

512
伝票マスタのコード番号入力で入力の簡素化ができること。

513 個人情報保護等、患者識別の為の区分設定を患者情報に登録されている場合、その区分に応
じて患者氏名の色を変更できること。



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
514

医科外来等感染症対策実施加算の自動算定ができること。

515
乳幼児感染症対策実施加算の自動算定ができること。

516

517
医科初再診の自動振分け算定ができること。

518
乳幼児育児栄養指導加算の算定チェックができること。

519
再診料の判別ができること。

520
外来診療料の包括算定ができること。

521
同日再診(不同再診)ができること。

522
病名開始日が初診算定日より以前の場合、ワーニングメッセージを表示できること。

523
オンライン診察料が算定できること。

524
受付の予約有無情報により初診時選定療養費を自動算定ができること。

525
入院登録時に初診の設定をすることで初診料の算定が可能なこと。

526

527
入院は、カレンダー形式でまとめ入力(期間入力等)ができること。

528
入院でビタミン剤が入力された場合、警告できること。

529
入院の高額療養費の管理をできること。

530
70歳以上一定以上所得者の入院自己負担限度額の管理をできること。

531
自動算定項目については、最低限、下記に示す機能を有すること。

532
・入院基本料の自動算定ができること。

533
・次月自動繰り越しができること。

534
・入院基本料乳幼児加算ができること。

535
・入退院履歴による入院基本料期間加算の自動算定ができること。

536
・外泊時の自動算定ができること。

537
・入院診療計画未実施減算の自動算定ができること。

538
・食事療養費の自動算定ができること。

539
・食事標準負担額(減額認定)の自動算定ができること。

540
特別食加算ができること。

541
選択メニュー加算ができること。

542
食堂加算ができること。

543
流動食加算ができること。

544
電子カルテから食事情報を取得し反映できること。

545
地域加算の自動算定ができること。

546
室料差額の自動算定ができること。

547
乳幼児入院加算の自動算定ができること。

548
病衣貸与加算(自費算定)、次月自動繰り越しができること。

549
超重症児(者)入院診療加算の自動算定ができること。

550
精神科隔離室管理加算の自動算定ができること。

551
がんゲノム拠点病院加算の自動算定ができること。

552
医療安全対策加算の自動算定ができること。

553
後発医薬品使用体制加算の自動算定ができること。

入院料関連

初再診



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
554

病棟薬剤業務実施加算の自動算定ができること。

555
データ提出加算1、2の自動算定ができること。

556
データ提出加算3、4の自動算定ができること。

557
認知症ケア加算の自動算定ができること。

558
精神科急性期医師配置加算の自動算定ができること。

559
一般病棟入院時の180日超えによる療養振替ができること。

560 一般病棟入院基本料を算定している患者が90日を超えて入院する場合、設定により、療養病
棟入院料1に振替ができること。

561
180日超え特定療養費の自動算定ができること

562
他医療機関入院時の入院日数の通算ができること。

563
介護病棟から転院した際の入院登録ができること。

564
精神病棟入院1年超え時の食事療養標準負担額が算定できること。

565
地域連携診療計画加算の算定患者である旨の記載ができること。

566
入院感染症対策実施加算の自動算定ができること。

567

568
救命救急入院料の包括算定ができること。

569
ＩＣＵが14日を超えて入力された場合、自動的に非算定となること。

570
ＩＣＵ・重症者・室料差額の同時算定不可チェックができること。

571
救命救急入院料・特定集中治療室管理料の小児加算の自動算定ができること。

572
特定集中治療室管理料の包括算定ができること。

573
ハイケアユニット入院医療管理料の包括算定ができること。

574
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の包括算定ができること。

575
小児特定集中治療室管理料の包括算定ができること。

576
新生児特定集中治療室管理料の包括算定ができること。

577
総合周産期特定集中治療室管理料の包括算定ができること。

578
新生児治療回復室入院医療管理料の包括算定ができること。

579
一類感染症患者入院医療管理料の包括算定ができること。

580
特殊疾患入院医療管理料の包括算定ができること。

581
小児入院医療管理料の包括算定ができること。

582
地域包括ケア病棟入院料、入院管理料の包括算定ができること。

583
回復期リハビリテーション病棟入院料の包括算定ができること。

584
精神科救急入院料の包括算定ができること。

585
精神科急性期治療病棟入院料の包括算定ができること。

586
精神科救急・合併症入院料の包括算定ができること。

587
児童・思春期精神科入院医療管理料の包括算定ができること。

588
精神科療養病棟入院料の包括算定ができること。

589
認知症治療病棟入院料の包括算定ができること。

590
地域移行機能強化病棟入院料の包括算定ができること。

591 新生児入院医療管理加算、ＮＩＣＵ、新生児集中治療室管理料の算定時、出生体重による算
定期間限度日数管理、通算をできること。

592 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の算定を開始
した日を記載すること。

593 入院患者の他医療機関への受診において、入院基本料に対して状況に応じた控除点数の算定
ができること。

特定入院料



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
594

入院中でも文書料等自費項目のみで随時請求書が発行できること。

595
入院患者以外に入院診療入力を不可とできること。

596
保険変更があった場合、遡って診療データおよび入院料を一括保険変更できること。

597
入院患者情報(入退院、転科転室)は電子カルテから送信を受けた情報を反映できること。

598

599
短期滞在手術等基本料の包括算定ができること。

600

601
指導料が初診算定日または退院日から1か月以内に入力された場合、警告できること。

602
月内回数をチェックできること。

603
外来管理加算算定可能で、入力がない場合は、メッセージを出力できること。

604
3歳以上で育児指導管理加算が入力された場合、警告できること。

605 複数科受診時、1科にて外来管理加算算定後、他科にて算定不可行為の入力があった場合、
ワーニングメッセージを表示できること。

606
自動算定項目については、最低限、下記に示す機能を有すること。

607
・小児科外来診療料の自動算定(包括算定含む)

608
・小児かかりつけ外来診療料の自動算定(包括算定含む)

609
・地域包括診療料の自動算定(包括算定含む)

610
・認知症地域包括診療料の自動算定(包括算定含む)

611
各種指導管理料について重複算定不可ルールの自動チェック、加算点数の算定

612
特定疾患療養指導料の算定

613
ウイルス疾患指導料(イ)の算定チェック

614
ウイルス疾患指導料(ロ)の算定チェック

615
特定薬剤治療管理料の「3か月以内・4か月以降」のチェック

616
特定薬剤治療管理料の初回加算について、自動で算定制御できること。

617 特定薬剤治療管理料について、初回が包括されていたとしてもその日付を記録し、3ヶ月以
内・4ヶ月以降の判断ができること

618
特定薬剤治療管理料の検査薬剤名をレセプトに出力できること。

619
悪性腫瘍特異物質治療管理料(一般)の算定チェック

620
悪性腫瘍特異物質治療管理料(精密)の算定チェック

621
腫瘍マーカーの検査名をレセプトに出力できること。

622
てんかん指導料の算定チェック

623
難病外来指導管理料の算定チェック

624
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の算定チェック

625
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の算定チェック

626
外来栄養食事指導料の算定チェック

627
入院栄養食事指導料の算定チェック

628
集団栄養食事指導料の算定チェック

629
心臓ペースメーカー指導管理料の期間算定チェック

630
高度難聴指導管理料の算定チェック

631
高度難聴指導管理料の人工内耳機器調整加算の年齢による算定制御

632
慢性維持透析患者医学管理料の包括算定

633
小児運動器疾患指導管理料の算定チェック

医学管理等

短期滞在手術等基本料



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
634

婦人科特定疾患治療管理料の算定チェック

635
小児抗菌薬適正使用支援加算の自動算定

636
認知症地域包括診療料の包括算定

637
乳幼児育児栄養指導料の算定

638
救急搬送看護体制加算の自動算定

639
外来リハビリテーション診療料の算定チェック

640
外来放射線診療料の算定チェック

641
地域包括診療料の包括算定

642
悪性腫瘍特異物質治療室管理料の初回加算が自動制御できること。

643
薬剤情報提供料の自動算定

644
手術後医学管理料の包括算定

645
排尿自立指導料の算定回数チェック

646
薬剤管理指導料の算定チェック

647 薬剤管理指導料算定時、前回算定と6日以上間隔があいていない場合メッセージを表示できる
こと。

648
薬剤情報提供料の算定チェック

649
傷病手当金意見書交付日のレセプト表示ができること。

650
精神科退院時共同指導の算定チェック

651
公害疾患相談科の算定チェック

652
公害外来療養指導料の算定チェック

653
歯科疾患管理料の長期管理加算の算定チェック

654

655
各種在宅指導管理料の重複算定不可ルールに基づくチェックができること。

656
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

657
・在宅患者訪問診察料の算定チェック

658
・在宅時医学総合管理料の算定チェック

659
・在宅がん医療総合診療料の算定チェック

660
・訪問看護・指導体制充実加算の自動算定

661
・在宅患者訪問看護・指導料の算定チェック

662
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定チェック

663
・訪問看護指示料の算定チェック

664
・介護職員等喀痰吸引等指示料の算定チェック

665
・在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定チェック

666
・在宅患者訪問栄養食事指導料の算定チェック

667
・在宅患者訪問栄養食事指導料の算定チェック

668
・在宅患者連携指導料の算定チェック

669
・退院前在宅療養指導管理料の算定チェック

670
・在宅自己注射指導管理料の算定チェック

671
・バイオ後続品導入初期加算の自動算定

672
・在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定チェック

673
・在宅血液透析指導管理料の算定チェック

在宅医療



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
674

・在宅酸素療法指導管理料の算定チェック

675
・在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定チェック

676
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定チェック

677
・在宅自己導尿指導管理料の算定チェック

678
・在宅人工呼吸指導管理料の算定チェック

679
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理料の算定チェック

680
・在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定チェック

681
・在宅自己疼痛管理指導管理料の算定チェック

682
・在宅肺高血圧症患者指導管理料の算定チェック

683
・在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の算定チェック

684
・在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の算定チェック

685
・在宅経腸投薬指導管理料の算定チェック

686
・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の算定チェック

687
・在宅経肛門的自己洗腸指導管理料の算定チェック

688 ・非侵襲中耳加圧装置指導管理料(メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者)の算定
チェック

689
・在宅療養指導料の算定チェック

690

691
指導料(採血料算定不可)算定した日の採血料は算定されないこと。

692
まるめ分類毎に検査を纏められること。

693
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

694
・ウイルス抗体価測定丸めの自動算定

695
・ウイルス抗体価測定の限度計算

696
・腫瘍マーカー1丸めの自動算定

697
・腫瘍マーカー2丸めの自動算定

698
・肝炎ウイルス関連検査丸めの自動算定

699
・出血・凝固検査丸めの自動算定

700
・内分泌学的検査丸めの自動算定

701
・グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定丸めの自動算定

702
・自己抗体検査丸めの自動算定

703
・腫瘍マーカーの自動算定

704
・腫瘍マーカーと悪性腫瘍特異物質治療管理料との相関算定

705
・肝硬変慢性肝炎患者との相関算定(腫瘍マーカー関連)

706
・生化学的検査(Ⅰ)10項目の入院中の初回自動算定

707
・生体検査3才未満の乳幼児加算の自動算定

708
・検体検査管理加算

709
・検体検査判断料の自動算定(尿・糞便等～遺伝子関連・染色体)

710
・基本的検体検査判断料・実施料

711
・生体検査判断料の自動算定

712
・生体検査における逓減の自動算定

713
・静脈採血料

検査



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
714

・手術後医学管理料との包括における該当検査の包括算定

715
・外来管理加算対象のチェック算定

716
・内分泌負荷試験における一月の限度額算定

717
・時間外緊急院内検査加算

718
・実施時間の段階的計算

719
・乳幼児血液採取加算

720
・乳幼児穿刺加算

721
・乳幼児開腹による臓器穿刺・組織採取加算

722
・生体検査判断料の新生児・乳幼児加算

723
・特定薬剤治療管理料算定時の採血料非算定

724
・同一検査月2回目以降90/100算定

725
・呼吸心拍監視(3時間超え) 初回算定日からの自動算定

726
・検体検査管理加算の入院優先制御

727
・悪性腫瘍組織検査の種類・項目数による点数算定

728

729
単純Ｘ-Ｐについて、デジタルとアナログの同時撮影が正しく算定できること。

730 CT/MRIが同一会計画面で複数入力されている場合、通常算定するか入力中で最も点数が高い
ものを算定するか切り替え設定できること。

731
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

732
・フィルム枚数による診断料・撮影料加算

733
・フィルム方向による診断料・撮影料加算

734
・フィルムの乳幼児時加算

735
・撮影料の新生児・乳幼児加算の自動算定

736
・核医学診断料の自動算定

737
・コンピューター断層撮影料の自動算定

738
・コンピューター断層診断料の自動算定

739
・電子画像管理加算の自動算定

740
・画像診断管理加算の自動算定

741
・CT診断料

742
・CTとMRIの当月2回目以降逓減算定

743
・デジタル映像化処理加算

744
・基本的エックス線診断料の自動算定

745
・時間外緊急院内画像診断加算

746
・ポジトロン断層撮影に対する年齢加算の自動算定

747
・頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合の年齢加算算定

748

749 処方入力がなく、特定疾患処方管理加算を算定した場合、ワーニングメッセージを表示でき
ること。

750
特定疾患処方管理加算の算定ができること。

751
内服薬・外用薬の場合、区分入力は必要でないこと。(薬剤のみの入力で判断)

752
投与期間の制限を設定した薬品が投与日数オーバーの場合、警告できること。

753
用法入力による、処方箋の自動印字、また錠剤分包機の接続ができること。

画像診断

投薬



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
754

約束処方(セット項目)のトータル数量入力、倍数入力ができること。

755
院内・院外処方箋に対応していること。

756
マスタ設定により結核薬剤を自動的に公費扱いにできること。

757 調剤技術基本料入力後、同月内で院外処方箋料を算定すると、ワーニングメッセージを表示
できること。

758
用法毎に内服薬を纏められること。

759
内服薬の7種逓減の判断を自動的に行うこと。

760
薬剤ごとに一般名処方の指定ができること

761
切り替えによって一般名処方薬剤を自動判定ができること

762
一般名処方指示により、一般名処方加算1、2が自動算定できること。

763
入院院内処方箋の発行指示ができること

764 患者定期処方に関し、患者毎の定期処方コードによる入力が可能で自動内容展開制御ができ
ること。

765
会計画面に入力されている院外処方・院内処方をキー入力で切り替えできること。

766 うがい薬のみ処方した場合、薬剤料等が算定されないよう制御できていること(設定により算
定も可)。

767 薬剤設定の投与日数上限・使用量上限を超えて入力している場合にコメント略称を自動発生
させることができること(後に検索・抽出が可能)。

768
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

769
・調剤料の自動算定(麻薬・向精神薬・覚醒剤・毒薬 )

770
・処方料の自動算定関連(乳幼児加算)

771
・調剤技術基本料の自動算定

772
・調剤技術基本料の算定における院外処方とのチェック算定

773
・内服薬の多剤投与の自動算定(処方料・薬剤料)

774
・ビタミン剤のチェック算定

775
・乳幼児加算

776
・麻毒加算の自動算定

777
・抗精神薬加算の自動算定

778
・入院食事療養費とビタミン剤の関係による算定チェック

779
・院外処方箋料

780
・後発医薬品の認識の自動判定

781
向精神薬多剤投与逓減の判断を自動的に行うこと

782
F200薬剤料の注に掲げる100分の60逓減の算定ができること

783

784
注射で区分入力がない場合、液量により、皮下筋・静注・点滴に自動設定されること。

785 皮下筋注射が許容量を越えた場合、また、静脈注射・点滴注射が許容量を満たしていない場
合に警告できること。

786 入院診療計算の場合、中心静脈注射と点滴注射の入力時は、中心静脈注射を優先算定できる
こと。

787
同回次内の入院の場合、別々に入力した一日分の点滴をまとめることができること。

788
アンプル剤の残余破棄制御ができること。(数量切り上げ・点数のみ切り上げを選択可能)

789
入院注射箋の発行指示ができること。

790
注射の行為毎に纏める制御ができること。

791
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

792
・皮下・静脈注射手技料の自動算定

793
・点滴手技料

注射



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
794

・点滴乳幼児加算

795
・静脈注乳児加算

796
・皮筋注手技料

797
・中心静脈注射乳幼児加算

798
・麻毒加算の自動算定

799
・生物学的製剤注射加算

800
・中心静脈注射手技料の算定

801
・麻薬・生物加算の自動算定

802
・ビタミン剤のチェック算定

803
・注射用水(Aq)の自動算定

804
・乳幼児穿刺加算

805
造影剤注入手技と点滴・静脈手技の併算定不可制御ができること

806

807
リハビリテーションの一日あたりの単位数上限をチェックできること。

808
リハビリの種類毎に纏められること。

809
各リハビリの限度日数満了日が登録、確認できること。

810
早期リハビリテーション加算、初期加算の自動算定ができること。

811

812
通院精神療法のチェック算定ができること。

813
入院精神療法(Ⅰ)のチェック算定ができること。

814
入院精神療法(Ⅱ)のチェック算定ができること。

815
入院生活技能訓練療法のチェック算定ができること。

816
通院集団精神療法のチェック算定ができること。

817
入院集団精神療法のチェック算定ができること。

818
心身医学療法のチェック算定ができること。

819
通院精神療法の向精神薬多剤投与時逓減算定ができること。

820 抗精神病特定薬剤治療指導管理料の投与開始日の属する月及びその翌月チェックができるこ
と。

821 入院精神療法入力時、初診日または入院日から6か月以内・6か月超の算定期間のチェックが
できること。

822

823
人工腎臓に使用した注射薬について包括設定ができること。

824
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

825
・時間外加算

826
・新生児・乳幼児加算の自動算定

827
・乳幼児穿刺加算

828
・外来管理加算対象のチェック算定

829
・実施時間の段階的加算

830
・時間外・深夜・休日等の処置等への引継算定

831
窒素及び酸素の算定

832
腎代替療法実績加算の自動算定

833
透析液水質確保加算の自動算定

処置

精神科専門療法

リハビリ



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
834

心不全に対する遠赤外線温熱療法の算定回数チェック

835

836
手術等、時間入力の場合は、入力用ウィンドウ画面が自動表示されること。

837
手術の術式によって自動縫合器加算・自動吻合器加算の加算数上限制御ができること

838 ペースメーカー移植術を行った日から「3ヶ月以内」と「3ヶ月超」とのワーニング・メッ
セージを表示すること。

839
新生児・乳幼児加算の自動算定ができること。

840
時間外加算ができること。

841
乳幼児穿頭術後脳室ドレナージ加算ができること。

842
～従たる手術の50/100加算の算定ができること。

843
施設基準未達成70/100の算定ができること。

844
実施時間の段階的加算ができること。

845
時間外・深夜・休日等の処置等への引継算定ができること。

846
難治性電磁波電気療法(一連につき)の患者1回限り算定ができること。

847
胃瘻増設術の施設基準不適合減算(70/100算定)ができること。

848

849
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

850
・血種及び使用量による輸血手技料の自動算定

851
・輸血に係る検査の自動計算

852
・新生児・乳幼児加算の自動算定

853
・時間外加算

854
・血液使用量による輸血料加算

855
・輸血管理料の自動算定

856
・輸血適正加算の自動算定

857

858
神経ブロックとトリガーポイント注射・神経幹内注射の併算定不可制御ができること

859
自動算定項目については、最小限、下記に示す機能を有すること。

860
・閉鎖循環式全身麻酔の麻酔時間による自動算定

861
・新生児・乳幼児加算の自動算定

862
・時間外加算

863
・実施時間の段階的加算

864
・麻酔管理料の自動算定

865
・長時間麻酔管理加算の自動算定

866

867
高線量率イジウムの算定

868
血液使用量に応じて血液照射料を自動算定

869

870
病理検体検査判断料の自動算定

871
病理診断料の自動算定

872

873
コメントをワープロ入力できること。

コメント

病理診断

放射線治療

麻酔

輸血

手術



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
874

一時的に使用するコメントを会計画面から連動する指示画面で簡易に登録できること

875

876
診療計算時の算定チェック機能は、ユーザ任意で設定できる以下の機能を有すること。

877
・Aを算定した日はBを算定しない。

878
・Aを算定した月はBを算定しない。

879
・Aを算定した日にBも必ず算定する。

880
・AがなければＢも算定しない。

881
・AとBが同じ日にあれば点数の高い方のみ算定する。

882
・月2回目以降は別点数。

883
・年に○回算定。

884
・週に○回算定。

885
・月に○回算定。

886
・日に○回算定。

887
年齢による診療行為のチェック機能を有すること。

888
手技・薬剤・器材の分離・非分離を行う機能を有すること。

889
診療区分の異なるものに対して、警告する機能を有すること。

890

891
一般の限度額計算

892
前期・後期高齢者の限度額計算

893

894 診療行為は電子カルテから送信を受ける機能を有すること。またこれらの情報から保険の適
否、点数算定の諸規則に従った計算が可能で、DPCの内外を識別する機能を有すること。

895

896

897
指定月の指定患者のレセプト内容をカレンダー形式で画面表示できること。

898
診療内容照会画面で回数修正ができること。

899
診療内容照会画面から診療日を指定し、診療入力画面に遷移後、内容修正ができること。

900
診療内容照会画面で保険を個々の項目毎、または一括して変更できること。

901
診療内容照会画面から会計で登録した医師の変更ができること

902 個人情報保護等、患者識別の為の区分設定を患者情報に登録されている場合、その区分に応
じて患者氏名の色を変更できること。

903

904
選択した患者の算定履歴が参照でき、必要に応じて削除等もできること。

905
算定情報は医科歯科別に参照できること。

906
算定一覧項目を選択することにより、選択項目の算定履歴を無制限に参照できること。

907

908
選択した患者の起算日情報を登録・管理できること。

909
起算日情報歴として無制限に登録できること。

910

911 選択した年月に診療がある患者を一覧表示し、一覧選択することにより再計算の実施ができ
ること。

912

各種診療データ電子カルテ連携

負担金

算定チェック

算定管理

診療修正歴照会

一括再計算

各種起算日管理

算定情報照会

診療内容照会



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
913

診療データの修正歴が確認できること。

914

915

916 未収金ファイルは、請求書発行の有無に関係なく作成するか、請求書発行時のみ作成するか
の選択をできること。

917
患者番号を指定することにより、未収金または当日入金の照会をできること。

918
未収金、入金、返金、書損の管理ができること。

919
一部入金に対応していること(入金歴の照会ができること)。

920 入外・請求書状態(未収・入金・返金・書損など)・期間により、表示条件の指定ができるこ
と。

921
請求書No.管理ができること。

922
入金分類の入力ができること。

923
未収金の一括入金ができること。

924
データの更新ログにより、オペレータID、端末ID、処理日時の確認ができること。

925
請求書の再発行ができること。

926
診療明細書の再発行ができること。

927
収納データは永久に参照できること。

928 日計表・患者別日計表・未収金日報の出力ができること。
また、出力については画面へのプレビュー表示もできること。

929
課税・非課税に分別、課税の場合は内税、外税別に分別ができること。

930
発行済の請求書の内容をコピーして、ワープロ的に請求書作成ができること。

931
病歴・外来受診歴・入院歴・患者コメント情報の確認ができること。

932
入金登録時におつり計算をする事ができること。

933
窓口請求の際、預り金から請求金額へ入金充当(預り金取り崩し)ができること。

934
医療費領収証明書を発行できること。

935
消費税対応変更について履歴管理できること

936
請求書のイメージ作成時負担限度額チェックができること

937
請求書番号、患者番号、地区コード単位で一括入金処理ができること

938
イメージ作成において、雑医療(私費)の内税が登録できること

939
未収金の保留機能を有すること

940
未収金の書損、書損取消の機能を有すること

941 入金された債権の入金日、入金区分、入金端末、コンビニ入金日を表示する機能を有するこ
と

942
患者番号により、未収金または当日入金を照会する機能を有すること。

943
患者ごとに前受金を処理、管理する機能を有すること。

944 債権金額の内訳(点数内訳　患者負担額、課税対象額、課税額(内税、外税)、計算日、書損日
を表示する機能を有すること。

945
退院時の月跨ぎ請求ができること。

946
請求書状態の理由を登録、参照できること。

947
高額療養費の限度額・多数該当の判断を本人・家族別にできること。

948 収納データを作成済みの会計を修正した場合で、収納データを全額再作成した場合、切り替
えによって既存収納を書損するかマイナス未収データを作成するか選択できること

949
高額療養費の負担金の徴収状況の確認ができること。

950
当日の外来収納状況を監視し、入金・保留の登録ができること。

951

952
預り金・保証金の入力ができること。

患者請求

収納

預り金保証金



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
953

預り証の発行ができること。

954
預り金・保証金の返金は、全額及び一部の返金ができること。

955

956
チェックリストにより事前に対象患者・請求額を確認できること。

957
過去分の請求書・明細書を一括で再発行できること。

958
定時請求の対象外とする患者を指定できること。

959
病棟・病室順での請求書・明細書発行に対応していること。

960

961 外来診療にて透析患者や嘱託施設などの月1回請求が可能であること。
また該当患者の一括請求ができること。

962
チェックリストにより事前に対象患者・請求額を確認できること。

963
過去分の請求書・明細書を一括で再発行できること。

964

965 請求書番号または患者番号を複数指定して一括で入金し、請求書・明細書を発行できるこ
と。

966
請求書番号または患者番号を複数指定して一括で入金取消できること。

967

968
患者毎に引落し口座の登録ができること。

969 未収データを元に銀行提出用の預金口座振替データを全銀フォーマット固定長ファイルで作
成できること。

970
銀行から返信された結果データを読み込み、まとめて入金処理ができること。

971
結果データからまとめて入金処理したデータについて、まとめて請求書を発行できること。

972

973
入金時に領収書および診療明細書の発行ができること。

974
医事会計システムの収納情報にリアルタイムに連携ができること。

975
複数未収データに対し一括入金ができること。また一部入金ができること。

976
入金額に応じ、つり銭が自動的に放出されること。（自動釣銭機を接続した場合）

977 カスタマディスプレイに請求金額・お釣りの金額が表示できること。（カスタマディスプレ
イを接続した場合）

978
預り金・保証金の入返金ができること。

979 窓口支払システム上での操作は全てジャーナルデータとして保存できること。また、画面上
でも参照できること。

980
１日の業務終了時、現金との突合せができること。

981
窓口支払システムで入金した情報を元に、日計表の出力ができること。

982

983
会計表示板システムと接続できること。

984 医事システム側で窓口会計の準備ができた時点でオペレータの指示のもと案内が表示される
機能を有すること。

985

986
自動精算機システムと接続できること。

987
自動精算機にて外来、入院ともに取り扱いできること。

988
自動精算機入金時に領収書が発行できること。

989
自動精算機入金時に診療明細書が発行できること。

990

991
窓口支払システムと接続できること。

992
窓口支払システムにて外来、入院ともに取り扱いできること。

窓口支払システム

銀行口座管理

一括入金処理

外来一括請求

定時請求

窓口支払システム連携

自動精算機連携

会計表示板連携



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
993

窓口支払システム入金時に領収書が発行できること。

994
窓口支払システム入金時に診療明細書が発行できること。

995

996
後払いシステムと接続できること。

997
後払いシステムにて外来、入院ともに取り扱いできること。

998

999

1000 一般・自賠・新自賠責・公害・労災(アフターケアを含む)・生保のレセプトに対応している
こと。

1001
マスタの設定により、初回算定日などレセプトに必要な情報を自動印字できること。

1002
レセプトの余白部を利用して、必要情報を印字できること。

1003
レセプト電算(医科)に対応できること。

1004 厚生労働省のレセプト電算化対応の９種の基本マスタ（診療行為、医薬品、特定保険材料に
対応していること。

1005 厚生労働省のレセ電基本マスタは、インターネットからダウンロードすることにより更新で
きること。

1006
公費等に対応していること。また、4公費の併用に対応していること。

1007 公費の一部負担金・保険一部負担金・食事療養費・薬剤一部負担金が適正に請求書に表示さ
れること。

1008
3者併用のレセプトにおいてもそれぞれ負担金額を振り分ける機能を有すること。

1009

1010
指定月の指定患者のレセプトの印刷イメージを画面表示できること。

1011
レセプト印刷イメージを画面表示できること。また、イメージ上の患者基本情報、患者保険
情報、病歴情報、診療情報、入院料部分をクリックすると、それぞれの保守画面へ遷移し変
更ができること。また、変更した内容はレセプトイメージ表示画面に戻った際に、イメージ
に反映されること。

1012 複数のレセプトイメージを同時に表示できること（同一患者で前月、当月の比較する場合な
ど）

1013

1014
レセプトに毎月記載するコメント及び症状詳記の登録、修正ができること。

1015
同一のレセプトコメントを複数患者に対して一括して登録できること。

1016
レセプトコメント登録にテンプレート機能を有すること。

1017
レセプトコメント登録に選択式コメントを登録できる機能を有すること。

1018 (入院、入院外2枚の明細書を作成する場合等において判断料を算定しない場合)「外来にて請
求済み」、「入院にて請求済み」、「その他(労災、他保険等にて請求済み)」の中から該当
するものを選択して記載すること。

1019
選択式コメントのレセプトへの自動出力について、下記に示す機能を有すること。

1020
・2つ目の診療科の診療科名を記載すること。

1021
・月の途中まで乳幼児であった旨記載すること。

1022 ・精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の算定を開
始した日を記載すること。

1023
・救急医療管理加算の(2)のアからケまでのいずれか該当するものを選択して記載すること。

1024 ・特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ツ)までに規定するものの中から、該当するもの
を選択して記載すること。

1025 ・時間外緊急院内検査加算、外来迅速検体検査加算、時間外緊急院内画像診断加算を算定
後、引き続き入院した場合である旨を記載すること。

1026

1027 電子カルテ側で登録したレセプトコメント、症状詳記情報を医事システムで利用できるこ
と。

1028

1029
他の業務を行っている間も、レセプトを発行できること。

1030
レセプトは随時発行ができること。

1031
レセプトは、外来・入院別及びレセ種別に自動的に仕分けされ、出力されること。

レセプト抽出

レセプトコメント電子カルテ連携

レセプトコメント

レセプトイメージ

後払いシステム連携

レセプト

レセプト



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1032

仮レセプト・会計カードの出力ができること。

1033
レセプト作成時に保険請求の為の総括表データを作成できること。

1034
レセ抽出時の請求年月・診療年月チェックできること

1035
電子レセプト機能を有すること。

1036
仮レセプトを指定した診療期間で作成する機能を有すること。

1037
レセプト作成データから債権データを作成する機能を有すること。

1038

1039
出力順を任意で設定できること。

1040
レセプト発行前に、入外、用紙区分別のレセプト件数一覧表が出力できること。

1041
基本的なレセプトチェック機能を有していること。

1042
レセプトチェック結果を表示・CSV作成できること。

1043
高額日計表が発行できること。

1044
労災以外のレセプトは白紙A4用紙に印刷できること。

1045
レセプト出力患者一覧表が出力できること

1046 レセ電算エラーリストが出力できること。エラーリストには以下の項目が出力できること。
（患者番号／法別／患者氏名／診療年月／入外区分／レセ種／診療科／病棟／エラーメッ
セージ）

1047
病棟を指定して仮レセプトを発行する機能を有すること。

1048

1049
患者番号を指定してレセプトを発行できること(最大1000患者分)。

1050
指定する患者番号をCSVより取込みできること

1051

1052
レセプトの内容修正したものが一括して出力できること。

1053
レセプト抽出対象外リスト印刷できること

1054

1055
退院患者を退院日指定し、一括して随時発行できること。

1056

1057
レセプトを保留・保留解除・再請求できること。

1058
レセプトの保留・査定・返戻・過誤・調整・再請求等のデータ管理ができること。

1059
保留レセプトとの管理及び請求発行する機能を有すること。

1060
返戻レセプトの再請求する機能を有すること。

1061
保留の登録対象者をCSVで取込みができること。

1062

1063
レセプトイメージデータを保存しておくことができること。

1064
提出用レセ電データを紙レセプトイメージで表示できること。

1065
提出用レセ電データの一部負担金部分を直接変更できる機能があること。

1066
提出用レセ電データの特記事項部分を直接変更できる機能があること。

1067
磁気から紙に変更できること。

1068
過去のUKE読込機能を有すること。

1069

1070 一括または個別に編集したレセプトデータから、提出用の磁気媒体のレセプト(レセプト電算
処理)ができること。

レセ電算ファイル作成

レセ電算イメージ

保留・保留解除・再請求

退院患者レセプト

変更患者レセプト

指定患者レセプト

レセプト印刷



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1071

レセ電算提出データ一覧表が出力できること。

1072
レセプトが1ヶ月単位でバックアップ出来、出力する機能を有すること。

1073
レセプト集計表の出力ができること。

1074
レセプト出力患者一覧表の出力ができること。

1075
レセ電算提出データ一覧表の出力ができること。

1076
レセ電算エラーリストの出力ができること。

1077

1078
会計カード一覧表の出力ができること。

1079
日計表の出力ができること。

1080
会計カード形式の出力ができること。

1081

1082
コーディングデータをレセプト摘要欄の形式または日計表の形式で表示できること。

1083
印刷ができること。

1084
コーディングデータの提出用データに含めるかどうかを選択できること。

1085

1086 DPCレセプトを紙請求に切り替えた場合にコーディングデータとしてオンライン請求に提出で
きる形式で出力できること。

1087
社保・国保を選択して出力できること。

1088

1089
マイティチェッカー（レセプトチェックソフト）と連動して点検が可能なこと。

1090
患者ID範囲、診療日、診療科、主治医、病棟を指定してチェック範囲を指定できること。

1091
チェック結果をレセプトに反映して表示することが可能なこと。

1092
チェック結果を印刷又はCSV出力できること。

1093

1094
返戻レセ電算に対応できること。

1095
支払基金・国保連合会からの返戻データを取込み、返戻登録する機能を有すること。

1096

1097
整合性チェックにて、診療データと債権、債権とレセ請求データのチェックができること。

1098
1患者で複数件レセプトがある場合をチェックできること。

1099 過去に請求済みのデータに対して今回の請求で重複請求となっていることをチェックできる
こと。

1100

1101
以下のデータをシステムに取り込みできること(社保・国保より提供されているデータ)。

1102
・増減点連絡書(医科・DPC・歯科)

1103
・返戻内訳書(医科・DPC・歯科)

1104
・再審査等支払調整額通知票(医科・DPC・歯科)

1105
・突合点検調整額通知票(医科・DPC・歯科)

1106
取込データは査定・返戻として債権データに反映されること。

1107
取り込んだ返戻データは紙レセプトとして再請求できること。

1108

1109
レセプトチェックシステムと接続する機能を有すること。。

1110 レセプト請求、債権

レセプトチェックシステム接続

増減点連絡書等CSV取込

レセプト整合性チェック

返戻レセプト電算処理

レセプト個別簡易チェック

コーディングデータファイル作成

コーディングデータイメージ

会計カード



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1111

1112
増減点(過誤を含む)を管理する機能を有すること。

1113
返戻(過誤を含む)を管理する機能を有すること。

1114
総括患者の変更・削除をできること。

1115
保留、査定、返戻、過誤、調整、再請求の状況を登録、解除する機能を有すること。

1116 状況登録、解除の際には、その理由が入力できること。また、理由については複数項目の入
力が可能であること。

1117
返戻・過誤を登録し、総括表に反映できること。

1118
保険者(公費)への請求額を自動にて算出できること。

1119 レセプト作成データとは別に登録・変更・削除する機能を有すること。登録・変更・削除に
ついては、請求年月・医科/歯科・入外別にする機能を有すること。

1120
債権データの表示においては、診療年月・入外別・診療科別に切替える機能を有すること。

1121 診療報酬請求書において、小児慢性特定疾患(法別52)を2つ所有している場合、両方の件数及
び点数が集計されること。

1122
却下及び却下取消の状態を登録できること。

1123

1124 患者登録業務で登録された基本・保険・病名情報と、料金計算(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)及び総括表等の作成ができること。

1125
国保の他府県分請求書を出力する機能を有すること。

1126
総括表を出力できること。

1127
県単医療(乳障母医療費助成金請求書等)の請求書を出力できること。

1128
官報に準拠した診療報酬請求書レイアウトを提供できること。

1129
国保診療報酬請求書、社保診療報酬請求書の印刷、PDFによる保存ができること。

1130 診療報酬請求情報のうち、社保、国保分データより、保険請求金額を集計した表を出力でき
ること。

1131

1132
国保総括表標準

1133
科別国保総括患者明細表(公費・自治体公費再掲)

1134
国保総括表患者別一覧

1135
自治体公費国保患者明細

1136

1137
社保総括表(公費再掲・当月／過月)

1138
科別社保総括患者明細

1139
社保総括患者別一覧(公費再掲)

1140
自治体公費国保患者明細表

1141

1142
自費診療・その他総括表

1143
自費患者別一覧

1144
障害児施設医療・療養介護医療費請求一覧表

1145 レセ種別患者別診療費一覧(明細)(自費、雑医療含)
帳票タイトル：患者別診療費一覧

1146
科別、病棟別、保険別、医師別診療費一覧

1147
科別・保険別診療費一覧

1148

1149 レセプト請求が完了した後、債権データを修正不可とするため請求データ確定処理を行う機
能を有すること。

1150
医科・歯科を指定して実行できること。

債権データ管理

請求データ確定処理

その他

社保総括

国保総括

診療報酬請求書出力



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1151

支払基金請求分、国保請求分、その他、全請求データを指定して実行できること。

1152

1153
レセプト集計表が出力できること

1154 レセプト件数、点数及び金額を集計し、外来・入院別及び請求先別に出力する機能を有する
こと。

1155
請求データ(当月・返戻・月遅れ)のリストを出力する機能を有すること。

1156
国保総括チェックリスト・社保総括チェックリストが出力できること。

1157
国保および社保の患者債権の明細が出力できること。

1158
レセ電算分・紙レセ分を選択して出力できること。

1159
月遅れ分を選択して出力できること。

1160
自賠責・新自賠責・労災・公災・自費の集計表が出力できること。

1161
自賠責・新自賠責・労災・公災・自費の患者債権の明細が出力できること。

1162

1163

1164
全ての帳票において、画面のプレビューができること。

1165 生年月日、年令、性別、住所などの患者基本情報を条件付けして該当データを検索できるこ
と。

1166
受診科、受診日などの受診情報を条件付けして該当データを検索できること。

1167 保険者番号、有効期限、負担計算区分などの患者保険情報を条件付けして該当データを検索
できること。

1168 入院日、退院日、病棟、病室などの患者入院情報を条件付けして該当データを検索できるこ
と。ただし、病棟・病室については最新の入院情報に関するものでも可とすること。

1169 分類番号、傷病名情報、ＪＣＳなどの患者DPC情報を条件付けして該当データを検索できるこ
と。

1170 請求金額、入金額、未収額などの患者収納情報を条件付けして該当データを検索できるこ
と。

1171 請求年月、請求点数、保険者番号などのレセプト債権情報を条件付けして該当データを検索
できること。

1172 算定略称、算定診療科、算定法別などの患者診療情報を条件付けして該当データを検索でき
ること。

1173
病名、開始日、転帰日などの患者病歴情報を条件付けして該当データを検索できること。

1174
検索した内容は画面で確認できること。

1175
検索した内容は印刷できること。

1176
検索した内容はCSVデータとして出力できること。

1177 条件付けは、患者基本情報、受信情報、患者受診情報、患者入院情報、患者DPC情報、患者収
納情報、レセプト債権情報、患者診療情報、患者病歴情報を合わせてＡＮＤ条件としても指
定できること。

1178
一度作成した条件は、次回に利用できるように名前を付けて保管できること。

1179 Microsoft Word と連携して、CSV出力したデータから住所ラベル(宛名ラベル)を印刷できる
こと。

1180
全ての帳票において、画面のプレビューができること。

1181

1182
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1183
・保険別患者別請求書未収リスト

1184
・特定時点の未収リスト

1185
・患者請求書一覧

1186
・請求書発行リスト

1187
・患者別保険別発行リスト

1188
・患者別未収リスト

1189
・保険別患者別未収リスト

各種請求表作成

統計

収納日報

汎用検索



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1190

・入金明細リスト

1191
・返金明細リスト

1192
・入金区分別集計表

1193
・患者別日計表 (入金登録の処理日時)

1194
・患者別日計表(入金日時)

1195
・患者別日計表(保険分類別)

1196
・患者別日計表 (入金日時 0円入金非表示)

1197
・科別日計表 (入金登録の処理日時)

1198
・科別保険別日計表

1199
・保険別日計表 (請求期間)

1200
・保険別日計表 (入金日時)

1201
・患者別保険別日計表

1202
・保険別日計表

1203
・預かり金保証金一覧

1204

1205
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1206
・外来患者数日報(科別、日別)

1207
・外来患者数日報(科別、初再診)

1208
・外来患者数日報(科別、病棟別、保険別、医師別)

1209
・外来患者数日報(科別、性別、日別)

1210
・外来患者集計表

1211
・外来患者数年報

1212
・外来患者数月報・年報(科別、保険別、医師別) (延患者)

1213
・外来患者数月報・年報(科別、保険別、医師別) (実患者)

1214
・外来患者数月報・年報(科別、保険別、医師別)(延患者)

1215
・外来患者数月報・年報(科別、保険別、医師別) (年齢範囲指定)

1216

1217
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1218
・病棟別患者数日報

1219
・入院中患者日報

1220
・入院患者一覧(日報)

1221
・退院患者一覧(日報)

1222
・入院科別患者数日報

1223
・転科転棟患者一覧

1224
・入院患者数(カレンダー形式)

1225
・入院患者数月報・年報(科別、病棟別、保険別、医師別) (月報)

1226
・入院患者数月報・年報(科別、病棟別、保険別、医師別) (年報)

1227
・入院患者数年報

1228
・病棟病室別患者一覧(月報)

1229
・病棟病室別利用一覧(月報)

入院患者数

外来患者数



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1230

・入院選定療養患者リスト

1231
・平均在院日数(科別、病棟別) (科別)

1232
・平均在院日数 (病棟別)

1233

1234
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1235
・診療実績日報・月報・年報(8区分別)　(複数月)

1236
・診療実績日報・月報・年報(8区分別)(単月)

1237
・診療実績日報・月報・年報(11区分別)

1238
・診療実績月報(内部行為別)

1239
・医業収益分析表(科別／病棟(科)／保険／医師別、内部行為別)

1240
・患者別日計表 (8分類)

1241
・患者別日計表 (11区分)

1242
・患者別雑医療項目リスト

1243

1244
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1245
・診療行為件数・金額(略称コード/点数別)

1246
・診療行為件数・金額(点数行為指定)

1247
・診療行為件数・金額(点数行為指定)(購入価格表示)

1248
・診療行為件数・金額(除外なし、0点除外表示、0点のみ表示)

1249
・診療行為別集計表

1250
・外来入院(病棟別)作業療法一覧

1251

1252
一度作成した条件は、次回に利用できるように名前を付けて保管できること。

1253
検索した内容はCSVデータとして出力できること。

1254 患者番号の範囲指定、医科歯科、入外、レセ入外などを条件付けして該当データを検索でき
ること。

1255 診療分類・内部行為、点数単品マスタ上の行為分類、個々の診療行為で絞り込み条件付けし
て該当データを検索できること。

1256 点数条件(全て表示、包括行為の有無)、院外処方情報の有無、コメントの有無で絞り込み条
件付けして該当データを検索できること。

1257
科、病棟、医師(入力医師・主治医)で絞り込み条件付けして該当データを検索できること。

1258
出力したい保険項目の絞込みを指定できること。

1259
出力形式指定は以下の内容でできること。

1260
・明細(行為1件毎)出力時のソート指定は5条件まで設定できること。

1261
・指定された分類毎、診療行為毎での集計を行い、件数・金額等を出力できること。

1262 ・集約時には、行為毎の基本点数の合計を出力するか、逓減や包括など同行為で点数が異な
る場合に診療点数を分けて出力できること。

1263

1264
以下の帳票において、出力及び画面のプレビューができること。

1265
・疾患別リハ起算日未登録患者一覧

1266
・入院患者台帳

1267
・DPCチェックリスト

1268
・患者別DPC管理ファイル一覧

1269
・算定法別チェックリスト

チェックリスト

行為別汎用検索

診療行為

診療実績



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1270

・特定療養費算定開始対象患者リスト

1271
・回復期リハ算定限度リスト

1272
・オーダー未取込リスト

1273
・治療中病名一覧

1274
・一般病棟90日超入院対象者リスト

1275
・予約患者一覧表

1276
・紹介患者一覧

1277

1278
科別・病棟別で病床数管理ができること。

1279
稼働日日数について帳票出力できること。

1280

1281
統計基本ファイルのスケジュール作成ができること。

1282
EFファイル作成など統計業務外の機能もスケジュール作成できること。

1283
スケジュールはグループ単位設定ができること。

1284
処理失敗時、グループ単位で次回実行する／しないを制御できること。

1285
スケジュールは稼働後でも追加・修正できること。

1286
スケジュールの実行履歴をメニューから確認できること。

1287
確認画面よりスケジュール再実行ができること

1288

1289
実環境とは別に会計コスト比較が可能な環境が実装されていること。

1290
病棟情報、病室情報を本環境とは別で管理できること。

1291
診療情報が本環境に影響しないこと。

1292
比較環境データは月単位で全件、患者単位、病棟単位を選んで作成できること。

1293
比較環境データ作成時、コピーとともに再計算も実施できること。

1294
比較環境データを用いて各種統計帳票が作成できること。

1295

1296
現在時点における以下の当日の状況がメニューバーより参照できること。

1297
・外来：外来患者数、受付患者数、会計済患者数、未入金患者数

1298
・入院：入院患者数、退院患者数、入院予約数、退院予約数

1299

1300
外部統計ツールと連携できること。

1301
外部統計ツールに連携するためのCSVファイル等が提供できること。

1302
外部統計ツールが直接医事システムデータを参照できること。

1303
医事システムデータを提供する場合、データ参照のみ許可すること。

1304
外部統計ツールと連携するために下記データをCSV形式で出力ができること。

1305
・診療行為データ

1306
・診療実績データ

1307

1308

1309
レセプト電算(労災・医科)に対応できること。

外部統計ツール

患者数集計

比較環境

スケジュール管理

科別、病棟別病床数管理

労災・自賠責・新自賠責

レセプト



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1310

労災レセプトは、設定等によりコンピューター用紙にも手書き用紙にも印刷できること。

1311
以下の様式で出力できること。

1312
34721　入院用

1313
34722　外来用

1314
34723　傷病入院用

1315
34724　傷病外来用

1316
34725　入院用（コンピューター様式）

1317
34726　外来用（コンピューター様式）

1318
34727　傷病入院用（コンピューター様式）

1319
34728　傷病外来用（コンピューター様式）

1320
37702　アフターケア委託費内訳書

1321 地方公務災害の請求内訳書についてはレイアウトが統一されていないため労災の様式にて出
力できること。

1322
自賠責レセプトの様式に対応できること。

1323
新自賠責レセプトの様式に対応できること。

1324
診療報酬請求情報のうち、労災、自賠責分データのみの集計表を印刷できること。

1325

1326
自賠責は任意の点数単価による計算ができること

1327

1328
労災保険においては、レセプト出力用に事業所名、事業所住所等の入力ができること。

1329
労災の年金番号、健康管理手帳番号の入力桁数がチェックでき、誤入力を防止できること。

1330

1331
労災・新自賠責について点数変換できること。

1332
労災初再診の自動振分け算定ができること。

1333
労災の再診時療養指導管理料の自動算定ができること。

1334
労災電子化加算の自動算定ができること。

1335
労災・新自賠責の処置について、四肢加算の加算算定ができること。

1336
労災・新自賠責の手術について、四肢加算の加算算定ができること。

1337
労災・新自賠責のリハビリについて、四肢加算の加算算定ができること。

1338
労災文書(休業補償、年金通知様式)の交付日のレセ表示機能を有すること。

1339
労災特掲の入院室料加算の算定ができること。

1340
労災特掲の救急医療管理加算の算定ができること。

1341
労災特掲の病衣貸与料の算定ができること。

1342

1343
傷病の経過はコメント登録でテンプレート入力ができること。

1344
傷病の経過欄に記載しきれない場合、摘要欄の先頭に続きが記載されること。

1345 労災レセプト電算では50文字を超え所定箇所に記録しきれない場合は症状詳記区分07「その
他」にて記録されること。

1346

1347
新自賠請求一覧

1348
労災請求一覧

1349 労災レセ電算イメージ表示

請求一覧

傷病の経過

労災･新自賠責診療入力

労災保険登録管理

自賠責診療計算



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1350

レセプトイメージデータを保存しておくことができること。

1351
提出用レセ電データを紙レセプトイメージで表示できること。

1352 以下のデータは自動で記録されるが直接値を変更できる機能があること。回数、提出先、新
継再別、転帰事由、実日数、療養期間

1353
磁気から紙、紙から磁気に変更できること。

1354

1355
オンライン請求に対応していること。

1356
提出年月日を画面で修正できること。

1357
提出データ一覧表をあわせて出力できること。

1358 請求年月フォルダを作成し、その中に初回分は提出先単位にファイルを作成し２回目以降分
は１ファイルにまとめて記録・保存されること。

1359

1360
新自賠責の保険者への請求額を患者への請求額として窓口で請求書を発行できること。

1361

1362
医療観察法および鑑定入院ついて保険の登録、診療の入力、レセプトの作成ができること。

1363

1364

1365
E・F・Dファイルを作成できること。

1366
様式4ファイルを作成できること。

1367
外来E・Fファイルを作成できること。

1368
患者指定でEFDファイルを作成する機能を有すること。

1369
E・F・Dファイルデータの患者情報は暗号化（匿名化）できること

1370
E・Fファイルについて、夜間自動出力等のタスク機能を有すること。

1371
調査用、提出用のE・Fファイルの作成ができること。

1372
Kファイル生成用データの作成ができること。

1373

1374
様式１システムと接続できること。

1375
様式１システムへ必要な患者属性（入退院情報、病歴情報）を連携できること。

1376
様式１システムへ日次でEFファイルの提供（連携）ができること。

1377

1378

1379
DPCに対応する機能を有すること。

1380
レセプト電算(DPC)に対応できること。

1381

1382
DPCレセで入院時併存傷病名が5個以上登録があれば、摘要欄に出力すること。

1383
改正時には、3月末で自動的に調整点数が計算されること。

1384
診断群分類等の履歴は同月内でも無制限に作成できること。

1385
調整点数が発生する場合は自動的に計算されること。

1386
7日以内の再入院を正しく扱えること。

1387
7日以内の再転棟を正しく扱えること。

1388
自費、自賠責の法別ごとでDPC算定可否設定ができること。

1389
診断群決定する際の傷病名、手術、処置情報の整合性チェック一覧表の出力ができること。

新自賠責請求書

労災レセ電算提出ファイル作成

DPC情報

機能概要

DPC調査データ作成

医療観察・鑑定入院

DPC

様式1システム連携

DPC調査データ作成



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1390

DPCオーダ未取込みリストを出力する機能を有すること。

1391 小児入院医療管理料は、DPCの入院期間に関わらず、その起算日は初回入院日で期間をカウン
トできること。

1392
地域包括ケア病棟への転棟期間を正しく扱えること。

1393
地域包括ケア入院医療管理料への病室の転棟期間を正しく扱えること。

1394 DPC算定時に、診療内容照会でDPC算定時と出来高算定時の合計点数を常に比較して確認がで
きること。行為指定を行った場合は、指定した行為の合計点数に変わること。

1395

1396
DPCレセプトのレセプトイメージを保存しておくことができること。

1397
提出用データを紙レセプトイメージで表示できること。

1398
過去に作成したUKEファイルを読み込み、表示できること。

1399
磁気から紙、紙から磁気に変更できること。

1400
負担金、実日数、特記事項について登録値を変更できること。

1401

1402
DPCコーディングシステムと接続できること。

1403
DPCコーディングシステムと患者属性、入退院情報、病歴情報を連携できること。

1404
DPCコーディングシステムへ日次でEFファイルの提供（連携）ができること。

1405
DPCコーディングシステムより診断群分類情報が連携できること。

1406 DPCコーディングシステムより連携された診断群分類情報はオペレータが内容確認の上、取込
ができること。

1407

1408

1409
未収金のある患者を一覧表示できること。

1410
表示された未収患者一覧をCSV出力できること。

1411 未収患者は、患者情報(患者番号、患者氏名)、未収金に関する日付(発行日、診療日、時効
日)、未収金の状態(未収理由、督促ステージ)、未収金額を条件指定して抽出ができること。

1412 未収患者一覧には、患者情報(患者番号、氏名、性別、生年月日、死亡日、住所、連絡先番
号、次回予約日)、未収金情報(請求金額、未収金額、延べ督促回数、分納歴有無、最古時効
日、直近時効日)が表示できること。

1413 未収患者一覧より患者を選択した場合、同一画面で当該患者の未収金一覧が表示できるこ
と。

1414 未収金一覧には未収金情報(請求書番号、請求金額等)のほかに、分納状態、未収理由、督促
回数、督促ステージ、最終入金日、保留状態、時効日が表示できるなこと。

1415 未収金一覧は、分納状態、未収理由、保留区分、督促ステージにて更に抽出条件指定ができ
ること。

1416
患者以外に保証人等の債務者が登録できること。

1417
債務者として氏名、住所のほかに、勤務先情報、特記事項が登録できること。

1418
債務者を登録する際に、患者情報や登録済み債務者情報を引用できること。

1419 未収患者一覧より患者を選択した場合、同一画面で当該患者の債務者一覧が表示できるこ
と。

1420
債務者には優先順位を設定できること。

1421 未収患者一覧より患者を選択した場合、同一画面で当該患者への督促履歴一覧が表示できる
こと。

1422 督促履歴には督促状発行時に自動記録されるもののほかに、手動で督促内容が記録できるこ
と。

1423 手動で登録する督促履歴には、督促日時、対象債務者、督促種別、担当者、督促内容、対象
未収が記録できること。

1424
表示された督促履歴一覧をCSV出力できること。

1425
未収管理一覧を帳票出力できること。

1426
債権・未収金管理簿を帳票出力できること。

1427
督促整理簿を帳票出力できること

1428

DPCコーディングシステム連携

DPCレセ電算イメージ

督促管理

督促管理

未収金管理



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1429

督促状が発行できること。

1430
督促状の帳票数は無制限で設定できること。

1431
督促状発行の際に、発行日、および納付期限が画面で変更できること。

1432
督促状の宛先は、債務者マスタより選択できること。

1433
督促対象となる未収は任意で選択できること。

1434
督促対象となる未収に督促ステージを設定できること。

1435
発行する帳票と督促ステージは連動できること。

1436
督促状を発行したら発行履歴をを自動記録できること。

1437
督促対象となる未収に対して、請求書、および診療明細書が発行できること。

1438

1439
督促状発行前に仮登録ができること。

1440
仮登録対象となる有効な未収データを一覧表示できること。

1441 未収一覧は、患者番号、氏名、請求情報(請求書番号、未収金額等)のほかに、未収理由、保
留区分、督促ステージ、時効日が表示できること。

1442 仮登録対象の未収は、診療日、発行日、患者番号、未収理由、督促ステージ、入外区分を条
件指定して抽出ができること。

1443
未収一覧より仮登録対象の未収を選択できること。

1444
CSVに記録されている未収データを読み込ませることで仮登録ができること。

1445
仮登録された未収を一覧表示できること。

1446 仮登録された未収一覧は、患者番号、氏名、仮登録日、宛先となる債務者、請求情報(請求書
番号、未収金額等)のほかに、未収理由、保留区分、督促ステージ、時効日が表示できるこ
と。

1447 仮登録された未収は、仮登録日、患者番号、未収理由、督促ステージ、入外区分を条件指定
して抽出ができること。

1448
仮登録された未収一覧より複数の患者を跨いで一括で督促状が発行できること。

1449
督促状は患者単位で集約され1患者1枚の帳票で発行できること。

1450
督促状の帳票数は無制限で設定できること。

1451
督促状発行の際に、発行日、および納付期限が画面で変更できること。

1452
督促状の宛先は、債務者マスタで一番優先順位の高いものが自動的に選択されること。

1453
督促対象となる未収は任意で選択できること。

1454
督促対象となる未収に督促ステージを設定できること。

1455
発行する帳票と督促ステージは連動できること。

1456
督促状を発行したら発行履歴をを自動記録できること。

1457
督促対象となる未収に対して、請求書、および診療明細書が発行できること。

1458

1459 分納申請情報として、患者番号、受付日、承認日、申請番号、支払方法、支払開始年月、支
払周期、分割額、支払回数が登録でき、どの未収を分納対象とするか指定ができること。

1460
債務承認書出力できること。

1461
債務承認書別表を出力できること。

1462
登録した分納申請情報を一覧表示できること。

1463 分納申請は、患者番号、氏名、受付日、承認日、申請番号、最終入金日、次回支払年月を条
件指定して抽出ができること。

1464 分納申請一覧には、登録した分納申請情報のほかに、未収残額、督促ステージ、最終督促
日、次回支払年月、弁護士委託日、備考が表示できること。

1465 分納申請一覧より分納申請を選択した場合、同一画面で当該分納申請の支払計画に基づく入
金状況一覧が表示できること。

1466 入金状況一覧には、支払年月、支払予定額、入金額、最終入金日、入金結果、支払延期フラ
グが表示できること。

1467 分納申請一覧より分納申請を選択した場合、同一画面で当該分納申請の分納督促状発行履歴
が一覧表示できること。

一括督促処理

分納管理



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1468 分納申請一覧より分納申請を選択した場合、同一画面で当該患者の督促履歴が一覧表示でき

ること。

1469
分納申請の滞納分に対する督促状が発行できること。

1470
督促状の帳票数は無制限で設定できること。

1471
督促状発行の際に、発行日、および納付期限が画面で変更できること。

1472
督促状の宛先は、債務者マスタより選択できること。

1473 督促対象は、原則として滞納している支払計画だが、まだ支払予定を迎えていない計画に対
しても督促ができること。

1474
分納申請に督促ステージを設定できること。

1475
発行する帳票と督促ステージは連動できること。

1476
督促状発行の際にコメントを入力し、それを帳票に出力できること。

1477
コメントは定型文引用、または前回コメントを引用できること。

1478
督促状を発行したら発行履歴をを自動記録できること。

1479
分納申請に組み込まれた未収に対して、請求書、および診療明細書が発行できること。

1480 分納支払計画の指定年月を延期し、延期した年月以降の支払計画を後ろにスライドできるこ
と。

1481

1482 口座振替等の収納代行業者より一括して入金されることに対応できるよう、患者をまたいで
一括入金ができること。

1483 支払年月を指定することにより、支払計画に基づき、入金対象となる分納申請情報を一覧表
示できること。

1484
分納申請一覧は、患者番号、分納申請番号を条件指定して抽出ができること。

1485 分納申請一覧より分納申請を選択した場合、同一画面で当該分納申請の支払計画に基づく入
金状況一覧が表示できること。

1486
分納申請一覧にて入金対象か否かをチェック付与により切り替えができること。

1487
入金額は支払予定額に対し一部入金ができること。また、前倒しして入金もできること。

1488 入金処理を行うことにより、分納申請情報の支払計画に対して入金額を充当するとともに、
通常の入金同様、未収に対しても入金額を充当されること。

1489 当画面以外(例えば収納画面、POS端末)で分納中の未収に対して入金があった場合、それを検
知して、分納申請情報の支払計画に対しも入金額の自動充当ができること。

1490

1491
未収金の有無にかかわらず任意の文書(案内書等)が発行できること。

1492
文書の帳票数は無制限で設定できること。

1493
文書の宛先は、債務者マスタより選択できること。

1494
文書にはフリーコメントが出力できること。

1495 フリーコメントは文書発行時に入力できること。また、定型文を引用、または前回コメント
を引用できること。

1496
文書を発行したら発行履歴をを自動記録できること。

1497
任意の未収指定し、それに対し請求書、および診療明細書が発行できること。

1498

1499
貸倒前に仮登録ができること。

1500
設定により、貸倒引当の登録ができること。

1501
貸倒引当も引当前に仮登録ができること。

1502 貸倒引当を経て貸倒とする設定の場合においても、引当を経ず、直接貸倒の仮登録ができる
こと。

1503
引当、または貸倒の仮登録対象となる有効な未収データが一覧表示できること。

1504 未収一覧は、患者番号、氏名、請求情報(請求書番号、未収金額等)のほかに、未収理由、保
留区分、督促ステージ、時効日が表示できること。

1505 未収一覧は、診療日、または発行日を起算日とした経過年数、患者番号、時効日、未収理
由、督促ステージ、入外区分、未収金額を条件指定して抽出ができること。

1506
未収一覧より引当、または貸倒仮登録を行う未収を選択し、一括で仮登録ができること。

1507
引当仮登録された有効な未収データが一覧表示できること。

貸倒管理

文書作成

分納入金



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1508 引当仮登録された未収一覧は、項番19-5-6と同様の内容に加え、引当仮登録日が一覧表示で

きること。

1509 引当仮登録された未収一覧は、引当仮登録日、患者番号、時効日、未収理由、督促ステー
ジ、入外区分、未収金額を条件指定して抽出ができること。

1510
引当仮登録未収一覧より引当を行う未収を選択し、一括で引当処理ができること。

1511
引当された有効な未収データが一覧表示できること。

1512
引当された未収一覧は、項番19-5-6と同様の内容に加え、引当日が一覧表示できること。

1513 引当された未収一覧は、引当日、患者番号、時効日、未収理由、督促ステージ、入外区分、
未収金額を条件指定して抽出ができること。

1514
引当未収一覧より貸倒仮登録を行う未収を選択し、一括で仮登録ができること。

1515
貸倒仮登録された有効な未収データが一覧表示できること。

1516 貸倒仮登録された未収一覧は、項番19-5-6と同様の内容に加え、貸倒仮登録日が一覧表示で
きること。

1517 貸倒仮登録された未収一覧は、仮登録日、患者番号、時効日、未収理由、督促ステージ、入
外区分、未収金額を条件指定して抽出ができること。

1518
貸倒仮登録未収一覧より貸倒を行う未収を選択し、一括で貸倒処理ができること。

1519
貸倒となった未収データが一覧表示できること。

1520
貸倒された未収一覧は、項番19-5-6と同様の内容に加え、貸倒日が一覧表示できること。

1521 貸倒された未収一覧は、貸倒日、患者番号、時効日、入外区分、未収金額を条件指定して抽
出ができること。

1522 貸倒を取り消した場合、引当を経ていれば、引当状態に戻り、引当を経ていなければ、元の
未収に戻すことができること。

1523
未収一覧を出力できること。

1524
貸倒引当仮登録一覧を出力できること。

1525
貸倒引当一覧を出力できること。

1526
貸倒仮登録一覧を出力できること。

1527

1528
時効日の設定条件は、マスタ化して保守できること。

1529
時効条件は法改正に対応できるよう歴データとしてマスタ管理できること。

1530
時効条件は、起算日、時効年数、調整日付が設定できること。

1531
時効条件はいくつでも設定できること。

1532 時効の起算日は、診療日、納付期限、入金日、督促ステージ変更日、分納成約日、督促状記
載日付より選択できること。

1533 起算日を診療日、納付期限とした場合、追加条件として請求書区分を任意で設定できるこ
と。

1534 起算日を入金日とした場合、入金された未収が分納に組み込まれていた場合の動作として、
入金された未収だけが時効中断するか、分納に組まれた未収が全て時効中断するかを選択で
きること。

1535 起算日を督促ステージ変更日とした場合、どのステージの変更日かを識別するために督促ス
テージが指定できること。

1536 起算日を分納成約日とした場合、分納受付日、分納承認日のいずれかを起算日として選択で
きること。

1537 起算日を督促状記載日付とした場合、督促状記載の発行日、または納付期限のいずれかを選
択できること。また対象となる帳票も指定できること。

1538 会計から1カ月経過した有効な未収全てに対して一括で、時効条件マスタに従い時効日を設定
できること。

1539 時効日設定に適用する時効条件は、診療日を起算として有効な条件を元に時効日設定できる
こと。

1540
時効日の一括設定で、対象未収を発行日で範囲指定できること。

1541
時効日の一括設定で、対象患者を指定できること。

1542
一括時効設定処理はタスクスケジューラ等に組み込めるよう、単独で実行できること。

1543

1544

1545
医事会計システムと共通のデータベースで稼働すること。

1546
ログイン時のオペレータは医事会計システムと共通のオペレータIDを使用できること。

小遣管理

時効設定

機能概要



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1547

日付表示(西暦・和暦)は医事会計システムに準拠していること。

1548
画面レイアウトやファンクションキーは医事会計システムに準拠していること。

1549
データの閲覧期間に制限がないこと。

1550

1551
患者は医事会計システムと共通の患者番号・情報を使用できること。

1552
医事会計システムでの患者情報、入院情報の更新を即座に反映すること。

1553
患者単位で小遣い管理の使用可否が設定できること。

1554
患者単位で小遣い管理の開始日、終了日が設定できること。

1555
患者毎にコメントを登録でき、かつ小遣いサブシステムの各画面で参照できること。

1556
預り金の下限・上限額管理機能を有すること。

1557
小遣い用の病棟を、入院病棟とは別に独自に設定できること

1558

1559
患者を容易に検索できること。

1560
患者カナ氏名で入力できること。

1561
患者確定時に入院情報や現在残高を参照しながら入力できること。

1562
複数の患者を一括で入力できること。

1563
科目を容易に検索できること。

1564
科目に単価登録し金額を自動計算できること。

1565
科目名を変更できること。

1566
日付の入力誤りに対して警告機能を有すること。

1567
入力の結果、残高が基準額の範囲外になる患者について警告機能を有すること。

1568
コメントを自動でセットできること。

1569
コメントを一覧から選択できること。

1570
入金の場合は預り証、出金の場合は領収書を発行できること。

1571
預り証、領収書の発行を科目毎に制御できること。

1572
入力途中でそれまでの入力件数、合計金額が把握できること。

1573
金額修正に連動して患者残高が修正されること。

1574
伝票を削除した際は自動で患者残高が修正されること。

1575
入院中の患者に対して、病棟単位に一括表示し入出金を入力する画面を有すること。

1576
入出金を同一画面で入力できること。

1577
指定したデータを一括で修正する機能を有すること。

1578
科目を指定し一括で入力する機能を有すること

1579
患者に区分を設定し、その区分を元に呼び出して一括で入力する機能を有すること

1580

1581
指定した日付時点の患者の残高が照会できること。

1582
患者単位で指定期間内の入出金が照会できること。

1583
削除した伝票を照会できること。

1584
科目単位で指定期間内の入出金が照会できること。

1585
表示する科目は絞り込むことができること。

1586
照会画面から入出金登録画面へ遷移できること。

入出金照会

入出金登録

患者管理



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1587

照会画面から窓口帳票(預り証・領収書・精算証)を再発行できること

1588

1589
管理料等の定期的な出金を自動作成できること。

1590
出金結果を一覧表にして発行できること。

1591
1人の患者に複数の登録ができること。

1592
患者単位で開始日～終了日を設定できること。

1593
開始日～終了日の設定範囲内でも、徴収しない日を設定できること。

1594

1595
退院時は精算証を発行し、その後は該当患者の入力ロックがかかること。

1596
退院精算時に患者台帳を発行できること。

1597
貴重品の返却も同時にできること。

1598

1599
入出金入力から現預金の出納状況を把握できること。

1600
一ヶ月間の出納状況を出力できること。

1601

1602
一ヶ月の使用明細を保護者の方にお知らせする帳票を作成できること。

1603
一括で作成でき、かつ患者毎に発行を制御できること。

1604
一括発行する際、患者ごとに発行を制御できること。

1605
患者入出金照会より発行できること。

1606
患者台帳の送付先として、医事の請求先とは異なる発送先を設定できること。

1607

1608
科目はユーザーが管理できること。

1609
コメントはユーザーが管理できること。

1610
勘定科目を設定できること。

1611
科目名はユーザーが管理できること。

1612
振替科目を設定できること。

1613
金融機関はユーザーが管理できること。

1614
預金種類を設定できること。

1615
預金科目はユーザーが管理できること。

1616
患者口座マスタを保守・管理できること。

1617
定期徴収マスタを保守・管理できること。

1618
患者貴重品マスタを保守・管理できること。

1619
患者預金マスタを保守・管理できること。

1620

1621
患者から預かった貴重品を登録・管理できること。

1622
貴重品を預かった際に、貴重品預り証を発行できること。

1623
貴重品は患者ごとに複数品目登録できること。

1624
保管中の貴重品は一覧表示できること。

1625
返却した際に、貴重品返却証を発行できること。

1626
返却した貴重品は履歴として参照できること。

貴重品管理

マスタ

患者台帳

残高管理

退院精算

定期徴収



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1627

貴重品が通帳の場合、預金の残高を管理できること。

1628

1629
入院費を小遣い残高から支払う機能を有すること。

1630
自動的に、小遣いは出金、医事は入金を行うこと。

1631
支払いに際して、医療費の内訳と、小遣いの科目は柔軟に紐付けできること。

1632
支払いを行った患者の一覧を出力できること。

1633
残高不足の際、対象患者をリストアップする機能を有すること。

1634
残高不足でも強制的に出金処理ができること。

1635

1636
窓口支払サブシステムから小遣い入金処理が行え、小遣い金預り証を発行できること。

1637
医療費のおつりを小遣い入金処理する機能を有すること。

1638
窓口支払サブシステムから小遣い出金処理が行え、領収書を発行できること。

1639
窓口支払サブシステムから退院精算処理が行え、小遣い金精算証を発行できること。

1640

1641
院内売店業者との連携実績を有すること。

1642
売店POSレジの出力データから出金データを作成できること。

1643
売店POSレジに患者データを出力できること。

1644

1645
以下の帳票の発行ができること。

1646
・領収書

1647
・小遣い金精算証

1648
・貴重品預り証

1649
・貴重品返却証

1650

1651
以下の帳票の発行ができること。

1652
・入出金日報

1653
・削除日報

1654
・修正日報

1655
・日計表

1656
・合計残高試算表

1657
・科目別入出金日報

1658
・入出金日報(伝票日付)

1659
・削除日報(伝票日付)

1660
・小遣い金精算証(伝票日付)

1661
・科目別入出金日報(伝票日付)

1662
・預金入出金日報

1663
・日別入出金集計表

1664
・場所別入出金日報

1665
・日計明細表

1666
・口座入出金日報

日報・月報

窓口帳票

売店システム連携

窓口支払サブシステム連携

医療費支払



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1667

・日付・科目別集計表

1668
・患者・科目別集計表

1669
・科目別・病棟別集計

1670
・患者別集計表

1671
・科目別集計表

1672
・勘定科目別集計表

1673
・定期徴収集計表

1674
・医療費支払一覧表

1675
・医療費支払集計表

1676
・医療費支払残高不足患者

1677
・小遣い月次領収書

1678

1679
以下の帳票の発行ができること。

1680
・患者残高一覧表

1681
・患者台帳

1682
・患者貴重品一覧表

1683
・患者預金一覧表

1684
・患者カード

1685
・定期徴収マスタリスト

1686

1687

1688
歯科オンライン請求に対応していること。

1689

1690
歯科でのみ使用する病名用マスタを登録・管理できること。

1691 歯科専用の病名マスタを利用するか医科用の病名マスタを共通で利用することが選択できる
こと。

1692

1693
歯科の歯式、ブリッジ、乳歯を登録する機能を有すること。

1694
病歴登録（歯科病歴）されている病名情報を検索できること。

1695 検索結果を画面に表示し、表示された情報を選択することで病歴登録画面へ遷移ができるこ
と。

1696
検索結果を印刷・CSV出力できること。

1697

1698
歯科外来レセプトに記載する開始日を登録できること。

1699
法別単位で設定できること。

1700
備考を登録できること。

1701
削除および日付の修正ができること。

1702

1703
歯科初再診の自動振分け算定ができること。

1704
設定により歯科外来診療環境体制加算が自動算定できること。

1705
設定により病理診断管理加算（歯科）が自動算定できること。

1706
設定により歯科画像診断管理加算が自動算定できること。

随時発行

診療計算（歯科）

歯科開始日登録

歯科請求

歯科病歴登録

歯科病名マスタ

機能概要



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1707

診療入力操作に関しては医科と同様の操作で入力等ができること。

1708

1709
レセプトコメント登録ができること

1710
届け出の丸付けが必要なものについては設定により表示できること。

1711

1712
レセプトイメージデータを保存しておくことができること。

1713
提出用レセ電データを紙レセプトイメージで表示できること。

1714
提出用レセ電データの一部負担金部分を直接変更できる機能があること。

1715
提出用レセ電データの特記事項部分を直接変更できる機能があること。

1716
磁気から紙に変更できること。

1717

1718
歯科カルテシステムから診療情報・歯式を含めた病名情報の連携ができること。

1719

1720

1721
治験契約情報として年度・契約コード単位で以下の項目が登録・管理できること。
・企業番号 ・依頼者社名 ・代表者 ・住所 ・〒 ・担当 ・治験種別 ・薬品名 ・効能 ・薬
事法届け出日 ・医師名 ・成分記号 ・研究機関 ・治験薬コード ・課題 ・納付 ・備考 ・
薬効コード ・薬品コード（略称コード）

1722

1723
治験契約に対し、契約患者を登録・管理できること。

1724
治験診療入力で使用する治験保険を登録できること。

1725

1726
治験契約を行う企業情報を登録・管理できること。

1727

1728
治験法別の登録時、企業請求分及び同種同効薬の自動計算をできること。

1729
治験会社に請求する項目に、食事療養費・雑医を含むことができること。

1730

1731 レセプトに詳記として記載する治験概要を治験登録内容から自動的に編集し記録できるこ
と。

1732

1733
契約会社向けに請求の内訳書を作成できること。

1734

1735 治験情報として、管理番号、治験薬名、治験材料名、投与期間、治験依頼者、実施責任医
師、効能効果の登録をすること、また管理課作成の治験情報を取り込む機能を有すること。
治験概要をレセプトに印字する機能を有すること。

1736
治験レセプトに傷病名を表示する、しないを設定により選択可能なこと。

1737
治験レセプトに患者氏名、生年月日を表示する、しないを設定により選択可能なこと。

1738
保険レセプトに対して治験の契約内容から薬治、器治を自動表記可能なこと。

1739
治験レセプトに保険記号番号欄を表示する、しないを設定により選択可能なこと。

1740
治験レセプトに食事・雑医療の内容を記載できること

1741

1742
以下の帳票について、印刷及びプレビュー表示ができること。

1743
・外来診療録(患者情報詳細印字あり)

1744
・外来診療録

1745
・外来基本カード

歯科カルテ連携

歯科レセ電算イメージ表示

レセプト

窓口帳票

治験

治験レセプト

治験内訳書

治験概要書

診療計算（治験）

治験企業マスタ

治験患者登録

治験契約



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1746

・入院診療録

1747
・院内処方箋

1748
・院外処方箋(QRコード付き)

1749
・入院定期処方箋

1750
・外来請求書(二連式)

1751
・外来請求書(三連式)

1752
・外来請求書(お薬引換券付き)

1753
・外来請求書(歯科版)

1754
・外来期間請求書

1755
・入院請求書(項目縦計)

1756
・入院請求書(項目横並び)

1757
・入院請求書(項目横並び三連式)

1758
・入院請求書(歯科版)

1759
・入院請求書(請求先住所付き)

1760
・請求書兼領収書

1761
・診療費領収書

1762
・診療明細書

1763
・預り証

1764
・医療費証明書(全期)

1765
・医療費証明書(月別)

1766
・退院証明書

1767

1768

1769 以下の各帳票は、帳票形式で出力できること。また、医事会計システム上記録しているデー
タのみ出力すること。

1770
・A票-1　精神科入院・退院患者数
(1)年間入院患者数(精神科のみ)
(2)年間退院患者数(精神科のみ)在院期間別
(3)1ヵ月間／　新入院患者数(貴院へ入院してきた患者数)と退院患者数(精神科のみ)

1771

・A票-2
精神科外来患者関係(精神科のみ)
　(1)外来患者延数・内訳(再掲)・外来診療日数
　(2)精神科デイ・ケア
精神療養病棟の在院患者数
(1)在院期間・疾患別
(2)在院期間・年齢別

1772
・F票　患者数　1年齢階級別　2入院形態別　3在院期間別　④費用区分別

1773
・G票-3　(４)患者数等：「訪問看護」を請求している患者の集計

1774
・H票-2　診療点数票(入院/精神病棟入院基本料)

1775
・H票-3　診療点数票(入院/精神科救急料)

1776
・H票-4　診療点数票(入院/精神科急性期治療病棟入院料)

1777
・H票-5　診療点数票(入院/精神療養病棟入院料)

1778
・H票-6　診療点数票(入院/地域移行機能強化病棟入院料)

1779
・H票-7　診療点数票(入院/認知症関連病棟)

1780
・H票-8　診療点数票(入院/その他の病棟)

1781
・H票-9　精神科専門療法請求件数(入院)

精神科統計(精神科病院)

精神保健福祉資料提出票



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

1782
・H票-10
(1)外来患者数、外来診療日数
(3)診療報酬請求
(4)　処方料、処方箋料件数

1783 ・H票-11
(1)精神科専門療法の項目別　請求延件数
(3)精神科専門療法のうち、精神科訪問看護・指導料を行っている場合

1784

1785
・入力票5_在院患者

1786
・入力票6_退院者の転帰

1787
・入力票7_医療保護入院した患者

1788
・入力票8_病棟・診療所訪問看護部門調査

1789

1790
国立大学病院管理会計システム（HOMAS)について対応していること。

1791

1792
国立病院機構のHOSPNETは以下の様式について対応していること。

1793
・A1,A2,A3,A5,A6

1794
・B1～B5

1795
・F3～F16

1796
・H1～H4

1797
・I1～I3

1798

1799

1800
マイナンバーカードでの資格確認要求を送信できること。

1801
マイナンバーカードでの資格確認結果を取得できること。

1802
保険証情報での資格確認要求を送信できること。

1803
保険証情報での資格確認結果を取得できること。

1804
一括照会要求を送信できること。

1805
一括照会結果を取得できること。

1806
照会番号登録要求を送信できること。

1807

1808
オンライン資格確認にて取得したデータを患者基本情報へ反映できること。

1809
オンライン資格確認にて取得したデータを患者保険情報へ反映できること。

1810 患者本人の同意を得た場合、限度額適用認定証の情報が取得でき、本システムへ反映できる
こと。

1811 患者本人の同意を得た場合、特定疾病療養受療証の情報が取得でき、本システムへ反映でき
ること。

1812

マイナンバーカードによる確認結果から以下項目が本システムへ反映可能なこと。
氏名、氏名カナ、性別、生年月日、郵便番号、住所、保険者番号、被保険者記号、被保険者
番号、被保険者証枝番、本人家族区分、被保険者氏名（世帯主）、被保険者証有効開始年月
日、被保険者証有効終了年月日、限度額認定証区分（同意有、区分ありの場合のみ）、特定
疾病療養受療証区分（同意有、区分ありの場合のみ）

1813
保険証による確認結果から以下項目が本システムへ反映可能なこと。
氏名、氏名カナ、性別、生年月日、郵便番号、住所、保険者番号、被保険者記号、被保険者
番号、被保険者証枝番、本人家族区分、被保険者氏名（世帯主）、被保険者証有効開始年月
日、被保険者証有効終了年月日、限度額認定証区分（同意有、区分ありの場合のみ）

1814 本システムに登録されている保険情報を基に資格確認端末を経由して資格確認を行い、資格
確認結果を取得し取得した結果を本システムへ反映できること。

1815 オンライン資格確認で取得できた情報と本システムに登録されている患者基本情報を比較
し、相違点を画面で確認することができること。

1816 オンライン資格確認で取得できた情報と本システムに登録されている患者保険情報を比較
し、相違点を画面で確認することができること。

1817 資格確認結果一覧画面より患者登録業務を呼び出し、患者基本情報・患者保険情報を一連の
動作で取り込みできること。

1818 患者基本情報への取り込みについては、氏名、性別、住所に関して、任意に取り込み対象・
対象外に設定することが可能なこと。

オンライン資格確認情報選択

連携処理

オンライン資格確認

HOSPNET

HOMAS

630調査



医事会計システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
1819 オンライン資格確認情報を取り込んだ際に、自動的に照会番号登録（患者№を設定）の要求

が送信できること。

1820 オンライン資格確認情報について、未取り込み・取り込み済みのステータスが管理できるこ
と。

1821 取得後、一定時間（初期値では12時間）経過したオンライン資格確認情報については自動的
に表示されないように制御できること。

1822 オンライン資格確認で取得できた保険情報と本システムに登録されている保険情報に差異が
無い場合、患者保険情報の詳細画面に遷移することなく、保険証確認日を更新することがで
きること。

1823 オンライン資格確認で取得できた保険情報と本システムに登録されている保険情報の差異が
ある場合でも、保険情報を取り込まずに強制的に保険証確認日のみ更新することができるこ
と。

1824 オンライン資格確認で取得できた情報を一覧表示し、有効・無効・取込済のステータスに
よって文字色が分かれること。

1825 マイナンバーカードによる確認結果について、患者№、患者カナ氏名、漢字氏名、性別、生
年月日で検索が可能なこと。

1826
郵便番号を元に、カナ住所を取得できること。

1827

1828
指定した診療日の予約情報をもとに一括照会要求が可能なこと。

1829
一括照会要求画面では予約情報をもとに自動表示され、適宜追加・削除が可能なこと。

1830
一括照会要求に関してはタスクスケジューラで自動実行が可能なこと。

1831 一括照会結果画面では一括照会結果を一覧表示し、有効・無効・結果未取得のステータスに
よって文字色が分かれること。

1832
一括照会結果を印刷できること。

1833
一括照会結果をCSV出力できること。

1834
一括照会時に自動的に照会番号登録（患者№を設定）の要求が送信できること。

1835
一括照会結果が無効の場合、外来計算時に警告・無効のメッセージが表示できること。

1836

1837 オンライン資格確認における資格確認端末との受信・送信情報がログ確認画面で確認ができ
ること。

1838 オペレータ権限により、オンライン資格確認に関する業務をメインメニューに表示する・し
ないを設定できること。

1839 オペレータ権限により、オンライン資格確認に関する業務を閲覧のみ可能な設定ができるこ
と。

1840
設定により、端末ごとに閲覧する資格確認端末データを制御できること。

その他

一括照会要求



看護勤務管理システム
行 要求要件 必須 回答 備
1

2

3
職員IDおよびパスワードでシステムが保護されていること。 ●

4 職員ごとに各画面、帳票の参照、入力、更新、登録、出力権限等に情報アクセス管理機能を
有すること。 ●

5
全ての印刷画面でプレビュー表示ができること。 ●

6
システムから出力される全帳票を病院指定の様式に変更できること。 ●

7
職員情報、勤務予定・実施情報が５年間以上保存でき、参照する機能を有すること。 ●

8
職員の異動等の情報を一覧表示した状態で一括登録・修正ができること。

9
一括登録訂正画面において職員の新規登録が可能なこと。

10
勤務管理クライアント数は、1台構成とすること。

11

12

13 予定表作成の際に表示されるメンバーは月毎に設定でき、職員マスタの情報と連動して自動
で表示されること。ただし、過去の職制・資格・職区分等の内容は職員マスタの変更に関わ
らず保持されること。

●

14 前月のメンバー情報をワンクリックで取得、反映させることができること。（メンバー、並
び順等）その際は職員マスタの登録状況に関わらず反映されること。 ●

15
2種類以上の並び順が設定ができ、印刷時には並び順を選択できること。 ●

16
個人毎にチームの設定ができること。 ●

17
個人毎に9段階以上のスキルレベルの設定ができること。 ●

18
個人毎に各勤務の上限回数の設定ができること。 ●

19 月の途中で所属が変更になる場合は双方の部署で勤務表の作成ができること。その際、配属
のない期間は勤務の入力を無効化することができること。 ●

20 病棟毎に行事の登録ができること。登録の際はマスタからの選択またはワープロ入力の両方
に対応できること。

21 行事の入力は必要に応じて曜日指定（第１月曜日等）ができ指定した期間分を一括して登録
することができること。

22
行事は１日あたり４つ以上登録ができること。

23
年間行事計画に基づいた行事を、全部署を対象に一括登録ができること。

24
月別の公休数の設定ができること。

25

26
個人の勤務希望の登録ができること。 ●

27 個人希望入力時、通常の個人希望の他に勤務表作成者による業務希望等、３種類以上の意味
を持たせて登録ができること。その場合は背景色を変色でき、作成画面・勤務表印刷時に反
映できること。

28 一般権限でのシステム起動時には各個人専用の希望勤務入力画面より個人希望の入力ができ
ること。また、その場合には入力締切日、入力できる数の上限を設定できることとし、範囲
外の入力があった場合には警告表示されること。

●

29
指定した勤務以外を希望とする登録ができること。（例：深夜と準夜以外を希望等）

30

31
左右のスクロールや画面切替をすることなく、１ケ月分の勤務を表示できること。

32
カーソルに縦、横のガイドラインを表示し選択されている位置がわかりやすいこと。

33
勤務記号入力は、キーボード及びマウスから入力ができること。 ●

34 マウスより勤務記号の入力を行う際には勤務記号一覧（記号パレット）を表示しクリックを
することで入力できること。

35 勤務記号一覧に表示される勤務記号は部署毎に指定されたもののみ表示されること。また、
並び順は部署毎に設定画面より自由に変更できること。

36 前回入力された勤務記号と同じ記号をマウスの右クリックをすることで繰り返し入力ができ
ること。

37
マウスをドラッグすることで範囲選択し、勤務記号のコピー、貼り付けができること。

38 誤って入力や削除をしてしまった場合に、一つ操作前の状態に戻ることができること。繰り
返し操作をすることで繰り返し戻ることができること。

39
戻る機能により戻しすぎた場合には進む機能によりやり直しができること。

勤務予定表

メンバー設定

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

全般

システム全般

個人希望登録

勤務予定表作成



40 マウス１クリックおよびキーボード一回の入力でパターン設定された連続した勤務の入力が
出来ること。

41
パターン設定は設定画面より部署別に自由に変更できること。

42 途中まで作成した勤務予定表を一時的に保存ができること。一時的に保存した勤務予定表は
自由に呼び出し、途中から再作成できること。一時的に保存できる勤務表は月毎に5種類以上
であること。

●

43
登録された行事を画面に表示・参照しながら勤務表を作成できること。

44 画面をスクロールすることで、先月の勤務実績を参照できること。参照しながら勤務表を作
成できること。 ●

45
メンバーの範囲、期間を指定して入力されている勤務記号をクリアできること。

46
画面の縦・横に勤務の集計が表示されていること。集計項目は指定できること。

47
縦横の集計項目は0.5単位で集計できること。

48
縦の集計項目は、資格別・職制・職区分別での集計もできること。

49
縦の集計項目は、チーム別での集計もできること。

50 縦の集計項目は、設定された曜日別・日別必要人員に集計人数が達していない場合には文字
色を変えて警告表示されること。

51
横の集計項目には公休残数を集計できること。

52
横の集計項目には４週８休ラインの前半と後半の週休日数の表示・印刷ができること。

53 ４週の週休日数の画面表示は勤務の入力状況に応じてリアルタイムに集計が反映されるこ
と。その際、前月にかかる部分は勤務実績が集計に反映されること。

54
横の集計項目には４週８休ラインの前半と後半の勤務時間数の表示・印刷ができること。

55 ４週の勤務時間の画面表示は勤務の入力状況に応じてリアルタイムに集計が反映されるこ
と。その際、前月にかかる部分は勤務実績が集計に反映されること。

56 勤務記号は全角2文字（半角4文字）以上、および文字色（48色以上）を組み合わせて作成、
登録ができること。

57
勤務記号は9999個以上マスタ登録できること。 ●

58 管理夜勤者用の勤務表の作成ができ、登録された勤務は各病棟の勤務表へも自動で反映され
ること。

59
勤務表作成画面にて代休日を指定できること。 ●

60 該当日に勤務を入力した際に、代休日について「指定する」「取らない」「後で指定する」
のいずれかを選択できる画面が表示されること。

61
代休日を指定する場合には、カレンダーを表示しマウスクリックで入力できること。

62 代休日を指定の際に、指定できる期間を超えている場合には警告を表示し入力をキャンセル
できること。

63
指定された代休日には自動的に代休の勤務が入力されること。 ●

64 選択されている職員の未指定の代休がある場合には、未指定の代休日の発生日を勤務表作成
画面上に常に表示されること。

65
後日指定とした代休日は後日指定ボタンより入力ができること。

66

67
病棟別・個人別に以下の条件を満たす勤務予定表を自動で作成できること。 ●

68
　・基本勤務パターン　（例：日勤＋深夜＋準夜＋休み　等）

69
　・各勤務毎・チーム毎の曜日別・日別の最低必要人員数

70
　・個人別の各勤務の限度回数

71
　・連続勤務日数

72
　・夜勤間隔

73
　・勤務禁止条件

74
　・チーム条件（チーム平均をとって作成ができること）

75
　・スキル条件

76
　・個人別夜勤組み合わせ禁止者

77 自動作成の際は一度にすべての勤務を割り付けずに、各勤務毎に作成ができること。その際
は各勤務毎に手動での修正ができること。

78 病棟別・個人別の作成条件に違反している勤務には、背景色に色を付けて警告表示できるこ
と。

79
１ヶ月全体だけでなく、期間を指定し自動作成を行うこともできること。

80
１回の自動作成は10秒以内に完了すること。 ●

自動作成機能



81 自動作成を繰り返すことでそれぞれ違ったパターンで99種類以上作成できること。また、何
回目に作成されたかを指定して再表示することができること。 ●

82

83 勤務予定表作成業務より以下の帳票の出力ができること。（用紙サイズ、帳票レイアウト、
印字色について病院指定ができること） ●

84
　・月間勤務予定表

85
　・週間業務予定表（行事の印刷ができること）

86
　・個人別勤務予定表

87
勤務予定表は以下の通り印刷ができること。 ●

88
　・2種類の印字順から選択し印刷ができること。

89
　・個人希望の背景色の有無を指定し印刷ができること。

90
　・印字する凡例は操作で自由に変更ができること。

91
　・指定した任意の行に空白行を挿入することができること。

92 　・休日は4週ラインの開始日からの回数が勤務記号の横に自動で印字されること。（例：×
1、×2、×3）

93

94
用紙サイズ及び印刷フォーマットについて病院指定ができること。 ●

95

96

97
実績入力画面で、勤務変更した実績が入力できること。 ●

98
勤務記号入力は、キーボード及びマウスから入力できること。 ●

99
日別、月別の入力画面から実績が入力できること。

100
実績入力画面で、代休残数表示ができること。

101
横の集計項目には公休残数を集計できること。

102
実績入力画面で0.5単位で各勤務の集計ができること。

103 横の集計項目には４週８休ラインの前半と後半の週休日数の表示・印刷ができること。画面
表示は勤務の入力状況に応じてリアルタイムに集計が反映されること。

104 横の集計項目には４週８休ラインの前半と後半の勤務時間数の表示・印刷ができること。画
面表示は勤務の入力状況に応じてリアルタイムに集計が反映されること。

105 出産日を登録することで産前・産後休暇を自動算出すことができることまた勤務表へも反映
ができること。

106 入院基本料に対応した実績入力が可能なこと。また該当でない実績は入院基本料算出時に除
外機能により含めないように設定ができること。

107
除外する時間は一人一日あたり２つ以上登録ができること。

108
除外する時間は開始、終了の時刻（時：分）の入力とすること。

109
応援先を指定することで応援先の部署の勤務時間として自動で集計がされること。

110
会議、委員会等のメンバーを設定できること。

111 会議、委員会のマスタ設定として、割り付ける勤務記号、開始時間、終了時間、合計時間の
登録ができること。

112 行事として登録された会議、委員会に該当するメンバーへ、設定された勤務記号および除外
時間が自動的に反映されること。また、登録された時間は手動で訂正ができること。

113
入力した勤務実績を看護支援システムの病棟管理日誌、看護管理日誌に反映できること。 ●

114

115 勤務実績管理業務より以下の帳票の出力ができること。（用紙サイズ、帳票レイアウト、印
字色について病院指定ができること） ●

116
　・職員管理日報

117
　・勤務変更届出

118
　・タイムスリーブ

119
　・代休日指定簿

120
　・看護職員勤務実績表

121
　・看護職員勤務実績表（夜勤）

予定表印刷

看護部配置一覧表作成

勤務実績管理

実績入力

実績表印刷（実績統計表印刷）



122
　・看護職員勤務実績表（週休）

123
　・勤務実績表（予定・実績）

124
　・夜間看護手当整理簿

125
　・入院基本料の施設基準等に係る届出添付書類‐様式８

126
　・入院基本料の施設基準等に係る届出添付書類‐様式９

127
　・除外時間リスト

128
　・個人別勤務実績集計表（指定期間）

129
　・病棟別勤務実績集計表（指定期間）

130
　・資格別勤務実績集計表（指定期間）

131
　・夜勤実施状況

132
　・年休取得状況

133
　・看護管理日誌

134

135

136 看護職員の経歴情報（経歴管理・研修会・履歴書・写真）が登録できること。経歴情報には
以下の内容が含まれる。 ●

137
  ・旧姓

138
　・婚歴

139
　・有子数

140
　・通勤状況（マスタから選択ができること）

141
　・現住所（郵便番号・電話番号含む）

142
　・帰省先（郵便番号・電話番号含む）

143
　・学歴（専門・一般の別でマスタから選択ができること）

144
　・国家試験合格年月日

145
　・初採用年月日

146
　・当院採用年月日

147
　・病棟配置年月日（病棟配置状況と連動ができること）

148
　・看護師免許取得日、免許番号

149
　・助産師免許取得日、免許番号

150
　・保健師免許取得日、免許番号

151
　・准看護師免許取得日、免許番号

152
　・日本看護協会会員番号

153
　・県看護協会会員番号

154
　・退職理由（マスタから選択ができること）

155 研修会参加情報（日付、開催地、研修内容、参加費、旅費、宿泊費、備考をそれぞれ登録で
きること）

156
学歴・職歴等履歴書情報について詳細を入力できること。

157
職員顔写真を登録できること。

158
保有資格取得日・備考について入力できること。

159
学会発表（日付、学会名、テーマ、発表者、研究者、開催地をそれぞれ登録できること）

160
執筆（著者名、書名、ページ範囲、出版社名、出版年月日をそれぞれ登録できること）

161 講師依頼情報（研修会名、講演テーマ、開始日、終了日、講演時間、開催地、主催をそれぞ
れ登録できること）

162
クリニカルラダーレベル登録（ラダーレベル、認定日をそれぞれ入力できること）

人事管理業務

看護職員経歴情報管理



163

産休・育休歴登録（産休・育休歴を入力できること。なお、出産予定日を入力することで、
産前休暇開始日・産後休暇終了日・育休開始日が自動で計算され、同時に勤務予定表の該当
者備考欄に産前・産後の休暇予定期間を表示、印字できること。出産日を入力することで、
産後休暇終了日・育休開始日が自動で計算されること。それぞれの日付は手動で訂正できる
こと。また、多胎かどうか、育休の有無を入力できること。)

164
休暇歴・その他の入力ができること。

165
経歴情報は、パスワードによりデータ保護ができること。

166
研修会名称はマスターに９９以上登録ができること。

167
職員経歴情報より任意に項目を抽出して一覧を画面に表示、出力ができること。

168

169 看護職員経歴情報管理業務より以下の帳票の出力ができること。（用紙サイズ、帳票レイア
ウト、印字色について病院指定ができること） ●

170
　・病棟別看護職員一覧表

171
　・職区分別看護職員一覧表

172
　・職員個人経歴カード

173
　・資格別構成表

174
　・年齢別構成表

175
　・学歴別構成表

176
　・勤続年数別構成表

177
　・勤続状況・婚歴集計表、有子率集計表

178
　・採用者一覧表

179
　・看護職員等学歴調査表

180
　・休職者一覧表

181
　・退職者一覧表

182
　・月別退職者数集計表

183
　・退職理由調査集計表

184
　・研修会受講者一覧表

185
　・配属年数一覧表（グラフ）

186
　・看護職員配置状況一覧表

看護職員経歴情報管理 出力帳票



放射線システム
行 要求要件 必須 回答

備
考

1

2 画像保存領域を１．５TB以上持ち、ＲＡＩＤ構成を採用すること。

3 ＤＩＣＯＭ画像をビューワー付きでメディアに書込み可能であること。

4 Microsoft .netﾌﾚｰﾑﾜｰｸを使用して動作すること。

5 院内画像参照用端末に専用のビューワーソフトをインストールしなくても良いこと。

6 ビューワー上のアイコン機能が日本語で表記されていること。

7 一般撮影画像以外の画像も保存、管理が出来ること。

8 ＤＩＣＯＭ画像の他に、JPEG、BMP等の汎用フォーマット画像も取り込めること。

9 施設内の汎用端末を画像参照用端末として設定できること。

10
モニターは17ｲインチ、19インチ、２Mモノクロ、２Mカラー、３Mモノクロ、３Mカラーなどか
ら選択可能で有ること。

11 階調管理、パン、拡大縮小、虫眼鏡、シネ、比較表示などの表示機能を持つこと。

12 拡大、縮小機能の切替はアイコンを選択以外に、マウスのボタン操作のみで行えること。

13 ２点間距離、Cobb角、CT値、心胸比計測等の各種計測機能が使用できること。

14 利用者ＩＤ、パスワードを利用したログイン機能を有すること。

15 ログインID毎にユーザへの権限の付与が科のうであること。

16 ５台以上の同時ログインが可能であること。

17 機能として、計測した胸比は患者リスト画面に表記できること。

18 自動で心胸比計測を行う、自動心胸比算出機能があること。

19
任意の検査に対し、キーとなる文言を登録しリスト上に表示するブックマーク機能を有すこ
と。また、ブックマーク機能は１検査に対し複数可能であり、個人用とユーザ共有の２画面
のブックマークが可能であること。

20 ブックマーク機能にて登録された文言で、リストに抽出する機能を有すること。

21 既存のＣＲを利用して、骨密度測定ができること。

22

23
ハードウェア故障及びソフトウェアに起因する異常動作において、速やかなサポート体制が
実現されていること。

24 ２４時間３６５日対応のコールセンターを有すること。

25 インターネット回線を利用した、リモートメンテナンスサービスを実施していること。

26 保守窓口となるサービス及び営業拠点が旭川市以北にあること。

区　分

ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

その他

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備
1

2 パスワード、ユーザIDにより職種権限を管理し、すべての業務に対し職種制限により、利用
制限ができること。 ●

3 日付は元号改正に適応していること。
●

4 日付は和暦、西暦のどちらにも対応していること。
●

5 食品成分表や食事摂取基準は、最新版に対応していること。
●

6 各入力項目は、すべて検索機能（カナ検索、一覧検索等）を持つこと。
●

7 食事区分は朝・昼・夕及び間食（3食）の6区分で、食数、献立関連の入力及び変更に対応で
き、システム全般に反映すること。 ●

8 すべての帳表に対し、プレビュー機能があること。
●

9 システムは複数施設管理（患者、老健、デイケア、デイサービス等最大10区分）が可能であ
り、各々の区分は名簿管理又は食数入力のいづれかを設定できること。 ●

10 栄養報告書、材料関連等システム全般に渡り、食種毎（又は成分管理毎）の献立及び患者毎
の主食量が反映すること。 ●

11 過去の月報及び年報の再出力及び患者情報の参照が可能なこと。
（過去は稼働後全て保有する事、未来に対しては、６ヵ月程度の情報表示が可能なこと） ●

12 軽減税率に対応していること。
●

13 画面の起動、ボタンクリック等の操作がログとして各端末に出力されること。

14

15 オーダリングとの接続の場合、リアルタイムまたはバッチ的に運用にそって自動的に食事箋
データの取り込みができること。 ●

16 オーダリングシステムと連系し、病棟から送られてくる食事オーダの内容、患者移動情報を
自動で取込み、患者個人ごとの食事箋情報を履歴形式で管理することが可能なこと。 ●

17 基幹メーカーは２０社以上と接続し十分な実績があること。

18

19 患者ｺｰﾄﾞ及び患者属性の変更ができること。
●

20 食事区分は朝・昼・夕・間食（３食）の６区分で入院、退院、変更ができること。
●

21 食種による加算/非加算及び患者毎に個別に算定できること。
●

22 患者毎に主食の選択ができ、主食数の集計、食品量の集計及び栄養報告書等に反映するこ
と。 ●

23 外来透析やデイケア等の外来の患者を曜日別パターンを選択することで登録できること。
●

24 術後食のパターン登録ができ、患者毎にその内容を変更できること。
●

25  食事箋入力画面上で、カレンダ方式による食種、主食、病棟の変化を表示、照会が可能なこ
と。また併せて摂取献立の内容を表示、照会可能なこと。また最終入力状況が把握できるこ
と。

●

26 患者毎のコメント情報（禁止項目の肉禁、魚禁等）に対し、現場指示表、発注表材料関係等
に自動的に反映すること ●

27 指定した患者のすべての食事履歴照会及び管理が可能であることまた患者の食事履歴は入退
院を繰り返した場合も一連の履歴として照会できること。 ●

28 病棟、食種、主食、コメント、フリーコメント、性別、生年月日、誕生日、年齢、加算／非
加算、入院日及び退院日の幅指定等の組合せによる患者検索表示及び印刷が可能なこと。 ●

29 また、検索条件は999パターンまで保存できること。また、印刷設定もパターン毎に設定が可
能なこと。 ●

30 患者毎に日々、コメント数毎食単位それぞれ15ヶと30文字のメモ機能を持つこと。
●

31 通常のコメントとは別に栄養部門でのみ管理できるコメントを別途保持できること。
●

32 食事変更患者（食種、主食、コメント、経腸、調乳、病棟、病室、入院、退院等）の表示及
び印刷ができること。 ●

33 食札は入力時刻の範囲指定、食種範囲指定、病棟範囲指定、患者個人指定、食事変更患者で
印刷が可能なこと ●

34 食札への印字の必要がない禁止項目、コメント等を指定できること。
●

35 食札はカラー対応かつ指定フォーマットで出力できること。またディスポ食札として使用可
能であり、食札にはミシン目入りの用紙を使用できること。 ●

36 食札はシステム導入後であっても任意にレイアウト変更ができること。
●

37 配膳一覧表は必要項目、文字サイズ及び用紙サイズの設定ができ、その条件の表示及び出力
が可能であること。 ●

38 禁止コメントの患者リストが表示及び印刷できること。
●

39 アレルギー対象患者のリストが表示および印刷でき、かつ代替料理の確認が同時に行え、個
人献立作成が可能なこと。 ●

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

全般

オーダリングシステム連携

食数管理



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
40 病棟別に提供料理数の集計表が出力できること。

●

41 食事箋入力画面にて登録した、身長・体重・検査項目の履歴管理が可能で、尚且つ
入院期間に対する時系列の表示が出来ること。 ●

42 上記登録に伴い、時系列での表示及び、グラフ表示が可能なこと。
●

43 調乳の管理が出来ること。
　　（製品名・容量・濃度・本数）

44 上記調乳の管理に伴い、必要帳票の出力が可能なこと。
　　（調乳集計表・調乳患者一覧）

45 濃厚流動食（補助食品）の管理が出来ること。
　　（製品名・回数・一回量） ●

46 上記濃厚流動食の管理に伴い、必要帳票の出力が可能なこと。
　　（濃厚流動食集計表・濃厚流動食患者一覧・食札） ●

47

48 献立は予定、実施献立両方を管理でき、サイクルメニューに対応していること。
●

49 献立作成状況を一覧表示でき、献立未入力食種の把握が簡単にできること。

50 献立作成時、栄養価、糖尿単位、腎臓単位、予定材料費を見ながら（各数値を表示する時、
料理、食品の表示が消えてはならない）料理及び食品の入力・変更等ができること。 ●

51 栄養価は朝・昼・夕・間食・１日計・目標・料理・食品のそれぞれの表示が同時にできるこ
と。 ●

52 献立作成時、1日の栄養価は総括成分表、アミノ酸組成、脂肪酸組成のすべての栄養価が計算
できること。 ●

53 献立作成時、基準となる食種の献立を同時に対比表示（他食種の献立内容及び他日付の献立
内容）でき、自由にコピー編集ができること。 ●

54 献立作成時、栄養素は献立種別（食種）に任意に21種類まで、食品成分表より自由に選択し
表示順を設定することができること。 ●

55 献立作成中、新規の料理マスタの作成が可能であり、料理変更をしたい時、形態別（煮物、
焼物等）の料理参照ができること。 ●

56 献立作成時、使用した食品に対し、りんご1個、みかん1/2個等の入力ができ現場用の献立表
に反映できること。 ●

57 献立作成時、食品検索はカナ、名前、食品群別にでき、料理検索はカナ、名前、成分量、分
類（煮物、焼物、汁物等）別にできること。 ●

58 料理マスタおよび食品マスタの検索では、空番の検索も行えること。
●

59 献立は一画面7食種ずつの入力、修正及び登録ができること。
●

60 献立は一画面7日間での入力、修正及び登録ができること。また、料理分類・料理・食品群・
食品での重複チェックが可能なこと。 ●

61 献立は一画面7食種の異なる日付で献立の組合せ表示が可能で、かつ献立の入力、修正及び登
録ができること。

62 献立は一画面3食種でツリー形式で料理構成の表示、非表示の切替を行うことができ、かつ献
立の入力、修正及び登録ができること。

63 間食は食種毎、朝（10時頃）、昼（3時頃）、夕（8時頃）自由に設定できること。
●

64 予定献立は本体内に全食種2年以上のデータを常駐できること。
●

65

 献立入力軽減の為、編集機能を持つこと。
１）１食毎、１日毎、日付幅指定により、ある食種から指定
    範囲食種へのコピー
２）食品/料理の指定範囲食種及び日付における一括変更、
    挿入及び差替え
３）日付毎の交換
４）料理単位指定によりコピー（例：糖尿食のみそ汁は常食
    からコピー、焼魚は高血圧食からコピー等）
５）コピー時に可食量の調整が可能な事（例：可食量を1/2にしてコピー等）

●

66

１ページに複数の食種の献立表は1ページに２～８食種指示した食種順に並べることができ、
下記の設定で出力できること。また、間食のある食種は間食の印刷ができること。
１） 栄養価出力　　　　有/無
２） 主食出力　　　　　する/しない
３） 人数　　　　　　　食事箋人数/発注人数
４） 印鑑欄の出力　　　する/しない
５） 文字サイズ　　　 食品、料理の文字サイズ9ポイント
                     ～18ポイントの設定
６） 文字体　　　　　 明朝体／ゴシック体
７） 改頁　　　　　　　食区分毎に改頁

●

67 選択メニューに対応していること。
●

68 選択メニュー回答の入力は患者一人に対し、一週間等のまとめ入力ができること。
●

69 アレルギー、合併症等の患者は患者個人の献立が作成でき、現場指示書、発注書等へ自動的
に反映すること。 ●

70 献立作成画面上でコメント対応（カリウム制限、肉禁等）の料理の作成及び修正が簡単にで
きること。 ●

71 選択メニュー表は料理写真を出力できること。

72 病棟掲示のメニュー表はイラスト又は写真の出力ができること。イラスト又は写真は600程度
内蔵していること。 ●

献立管理



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

73

病棟掲示のメニュー表は、7日・10日・2週間で印刷できること。
また以下の条件で印刷が可能なこと
１）栄養価出力　あり/なし
２）文字サイズ　10ポイント～18ポイント
３）文字体　　　明朝体/ゴシック体
４）用紙サイズ　B5～A3
５）間食　　　　あり/なし

●

74 期間指定し、献立に使用している料理、食品コードにて検索が可能なこと。
●

75 調理指示書は各食毎に料理名、食品名、１人分量、食種別に出力できること。
●

76 現場指示関連表の料理、食品は設定により出力有・無が可能であること。
●

77 登録された献立データより加熱加工記録簿の作成ができること。
●

78 検食簿、給食日誌に献立が反映すること。
●

79 個人毎の摂取状況管理ができること。
●

80 摂取状況は個人指定、期間幅指定の栄養価を表示及び印刷できること。
●

81 患者個人の献立作成時、患者様の食種・コメント対応内容が反映された献立が自動表示され
ること。また、患者の食事情報が献立作成画面上で確認できること。 ●

82 患者個人の献立は一画面7日間での入力、修正及び登録ができること。
●

83 患者個人の献立を同一患者の別日付や別患者へ期間指定にて一括コピーできること
●

84 献立作成時に、コメントと日付を条件として個人献立作成患者の抽出を行う事で、１料理毎
に献立をコピーできること。 ●

85 単一日付・単一献立管理の献立入力画面では、Undo機能にて3回まで変更内容を戻せること。
●

86 献立一覧入力画面ではドラッグ＆ドロップにて料理単位でのコピーと、移動が可能なこと。
●

87 指定した期間内に指定した料理、料理分類、食品、食品群が登録されているかチェックする
機能を有すること。 ●

88 食品成分表改定時（栄養素の追加、栄養価の変更）は、マスタ設定、またはCD媒体の更新等
の対応が可能であること。 ●

89 献立画面上で、料理○日前に調理を開始する指示が、料理毎に可能なこと。

90 献立上で、設定された調理日開始日に従い、現場指示書、発注書に調理日に基づいた印刷機
能に連動すること。

91

92 食品は即日、準貯蔵（数日の冷蔵品等）、貯蔵の3区分で管理できること。
●

93 貯蔵食品は先入れ先出し法とし、旧単価分が終わり次第、自動的に新単価に更新できるこ
と。 ●

94 貯蔵食品は廃棄処理（油、缶詰類等）ができ廃棄分は食材費に反映すること。但し栄養価へ
は反映させない。 ●

95 在庫食品自動引き落とし処理により作成された入出庫データは、食品毎に月末時又は随時、
現在庫量をもとに一括修正できること。 ●

96 棚卸処理は随時できること。その時の単位は調理単位、発注単位のどちらでも可能であるこ
と。 ●

97 見積処理ができること。
●

98 見積は1食品に対し10業者の単価比較ができること。
●

99 見積入力は食品一覧に対し、10業者の単価を一括入力できる機能を持つこと
●

100 見積依頼書は食品毎の見積期間別（15日・1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月）に自動的に出力できるこ
と。 ●

101 発注は見積処理の仕入業者及び単価が自動的に反映すること。
●

102 発注集計は何度でもやり直しができ、同一食品を同一期間内で複数業者に発注できること。
●

103 発注集計や発注用食数処理は、集計期間と実行日時の履歴を参照できること。
●

104 指定日の発注を一括で違う仕入先に変更できること。
●

105 納品日を一括で変更できること。
●

106 発注時の単位（1g、10g、100g、箱、袋等）は食品毎に設定できること。
●

107 発注は常食、軟食、特食の区分、あるいは患者合計のみの区分どちらでも出力ができること
●

108 発注量と最終予定必要量の比較が一覧（当日発注チェック表）で随時表示、印刷ができ、食
材の無駄を極力無くす仕組みがあること。 ●

109 食品は全食品に対して曜日により納品日及び朝・昼・夕の指定ができること。（朝・昼使用
食品は月～金曜日分は前日の昼まで、土、日曜日は前々日の夕まで等） ●

110 コメント指示の内容（肉禁、魚禁、牛乳禁等）により、材料の発注を自動的に調整できるこ
と。 ●

材料管理



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分
111 発注用食数は現時点の入院患者データをもとに集計し、この食数を修正、変更することによ

り確定できること。 ●

112 発注食数は日別／食種別／朝・昼・夕別の予定人数の修正ができること。
●

113 食種毎に食数の増減数の設定ができ、発注用食数登録画面にて、設定された増減数分の食数
がワンクリックで自動計算されること。 ●

114 発注用食数は過去の指定した日付からコピーが可能なこと。
●

115 購入処理中は常に仕入先の合計金額を表示できること。
●

116 食品の検収時に、検収簿の作成ができ、温度、鮮度等の管理ができること。
●

117 消費税は内税、非課税、税率設定ができ、かつ各々仕入毎に登録できること。
●

118 食材費は食種毎に朝・昼・夕で印刷できること。
●

119

120 栄養管理計画書に関しては、２種類以上のフォーマットが印刷できること。

121 病棟毎に患者を一覧表示し、そこから様々な項目（栄養補給方法、褥瘡等）が入力できるこ
と。

122 上記の一覧表に関しては、プレビュー、印刷、エクセルへの出力が可能なこと。

123 栄養管理計画書の最終作成日を表示出来ること。

124 ＢＭＩ、体重減少率は自動計算されること。

125 自動リスク判定機能があること。

126 食事箋登録と連動して、身長・体重・検査項目の管理が出来ること。

127

128

次の食数表関係のプレビュー及び印刷ができること。
　　　・食札
　　　・食数集計表（食、日区分）
　　　・主食集計表（食、日区分）
　　　・食種・主食別集計表
　　　・コメント集計表（食区分）
　　　・コメント集計表（食種・コメント）
　　　・コメント集計表（コメント・食種）
　　　・コメント該当者一覧表
　　　・食事箋変更者一覧表
　　　・配膳一覧表
　　　・調乳集計表
　　　・調乳患者一覧
　　　・濃厚流動食集計表
　　　・濃厚流動患者一覧
　　　・時間外変更者リスト

●

129

次の献立表関係のプレビュー及び印刷ができること。
　　　・メニュー表（7日、10日、14日、1ヶ月）
　　　・献立表（食種・日別）
　　　・献立表（日・食種別）
　　　・複数食種献立表（2食種～8食種並び/1P）
　　　・献立表（糖尿単位）
　　　・献立表（腎臓単位）
　　　・選択食メニュー一覧表
　　　・選択食用献立表（配布用）
　　　・食品量検討表
　　　・栄養試算表
　　　・食種別食品量日計表

●

130

次の現場指示表関係のプレビュー及び印刷ができること。
　　　・料理一覧表
　　　・料理作成指示書
　　　・食品別料理仕訳表
　　　・食品仕訳表
　　　・調理指示書
　　　・食品仕訳カード
　　　・加熱加工記録簿

●

栄養管理計画書

帳表出力



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

131

次の見積・発注・購入・在庫表関係のプレビュー及び印刷ができること。
　　　・見積依頼書
　　　・見積比較表
　　　・同値一覧表
　　　・予定価格調書
　　　・契約品目内訳書
　　　・購入伺書
　　　・発注チェック表
　　　・当日発注チェック表
　　　・発注表
　　　・発注人数表
　　　・未納品リスト
　　　・購入チェック表
　　　・在庫食品使用予定表
　　　・在庫一覧表
　　　・食品検収簿
　　　・食品単価変動表

●

132

次の食品構成・摂取状況関係のプレビュー及び印刷ができること。
　　　・食品構成表
　　　・食品群別荷重平均成分表
　　　・食品群別荷重平均成分集計表
　　　・摂取状況表
　　　・摂取状況一覧表

●

133 食数関連帳票の自動出力が可能なこと。
●

134

135 栄養報告書（月報）の食種範囲及び栄養素（21栄養素内）は、自由の設定の上、印刷できる
こと。 ●

136 月報はいつでも再出力可能とすること。
●

137 日・月・年報の帳表タイトル名称は自由に変更ができること。
●

138 栄養報告書（月報）及び特定給食施設栄養報告書は1ヶ月間の食品使用合計量（購入量又は実
施使用量）により計算されていること。 ●

139 施設独自の荷重平均値の算出ができること。
●

140 加重平均値は予定献立又は実績栄養報告からの使用食品の栄養価により算出ができ、独自の
荷重平均値を食品構成表に反映できること。 ●

141

次の日・月・年報のプレビュー及び印刷ができること。
日報
　　　・栄養日報
　　　・実施献立表
　　　・食品消費一覧表
　　　・群別消費金額一覧表
　　　・実施給食集計表（病棟別）
　　　・実施給食集計表（合計）
　　　・実施給食集計表（病棟別・食種グループ分類）
　　　・実施給食集計表（合計・食種グループ分類）
　　　・入退院一覧表
　　　・選択食数表
　　　・仕入一覧表
　　　・仕入明細表
　　　・検食簿
　　　・給食日誌

●

142

月報
　　　・栄養月報
　　　・給食食品量表
　　　・食品量日計表
　　　・食品消費一覧表
　　　・群別消費金額一覧表
　　　・実施給食集計表（病棟別）
　　　・実施給食集計表（合計）
　　　・実施給食集計表（病棟別・食種グループ分類）
　　　・実施給食集計表（合計・食種グループ分類）
　　　・患者年齢構成加重平均所要量表
　　　・食数日計表
　　　・人数日計表
　　　・患者食歴表
　　　・食事箋履歴一覧表
　　　・仕入明細表
　　　・仕入一覧表
　　　・仕入先別購入金額日計表
　　　・受払一覧表
　　　・在庫一覧表
　　　・棚卸一覧表
　　　・在庫残高記入表
　　　・特定給食施設栄養報告書（指定様式）
　　　・食種別栄養価一覧表
　　　・食種別単価一覧表

●

統計管理（日・月・年報）



栄養指導システム
行 要求要件 必須 回答 備

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

区　分

143

年報
　　　・栄養年報
　　　・群別給食集計表（病棟別）
　　　・実施給食集計表（合計）
　　　・実施給食集計表（病棟別、食種グループ分類）
　　　・実施給食集計表（合計、食種グループ分類）

●



生理検査システム
行 要求要件 必須 回答 コメント

1

2
院内ネットワークより、電子カルテと連携して被験者情報の取得、検査結果の閲覧が可能で
あること。

3 検査結果は電子カルテ端末より閲覧が可能であること。

4 文字コードがSHIFT-JISであること。

5 CSVファイルの内容で、氏名が24バイト、コメントが26バイトまでの登録ができること。

6

7
ID番号ごとの属性情報ファイルをCSV形式にて、共有設定されているフォルダに作成されるこ
と。

8 被験者情報をFEVを経由し器機より取得できること。

9 属性必須項目はID番号、氏名、性別【男：１　女：２】

10
その他項目は、身長「cm」、体重「kg」、血圧「最高血圧/最低血圧」
所属1、所属2コード　自覚症状コード　投薬情報コード　コメント

11

12 VS-1500Eからの心電計データを取得できること。

13 VS-1500Eからのバセラ データを取得できること。

14 画像データを登録できること。

15 スパイロデータを取得できること。

16 ホルター解析データを取得できること。

17 心電計データをメディアを介して登録できること。

区　分

連携

被験者属性

器機連携

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可



既存部門システム・機器連携
行 要求要件 必須 回答

備
考

1

2
部門システム連携に係る電子カルテ・オーダリングシステム側の接続費用及び接続相手方の
費用全てを本提案に含めること。

3

4 心電図・バセラのポリグラフの接続が可能であること。

5

6 内視鏡オーダ及び実施入力が可能であること。

7 DICOMサーバへ接続ツールを使用して画像情報を格納できること。

8

9
電子カルテ・オーダリングシステム及び新規調達の栄養指導管理システムと必要な連携が可
能であること。

10

11 SS-MIX標準化ストレージによるデータ連携が可能であること。

12
救急対応時に地域医療連携システムを使用するため、タイムラグなしに、SS-MIXデータを生
成可能であること。

13 DICOMサーバ連携が可能であること。

回答凡例：〇標準・▲ｶｽﾀﾏｲｽﾞ・×不可

栄養管理システム【㈱タス】

地域医療連携システム【ポラリスネット】次期接続予定

区　分

共通

生理検査機器

内視鏡


