
川崎病院で使用する周産期電子カルテシステムの調達 仕様書 

 

 

１．件  名  周産期電子カルテシステム一式の購入契約 

 

２．品  名  周産期電子カルテシステム一式 

 

３．納入期限  令和２年３月３１日 

 

４．納入場所  川崎市川崎区新川通１２番１号 

        川崎市立川崎病院 

 

５．作業内容 

  本調達における作業項目の概略は以下の通りとする。 

・プロジェクト管理 

計画作成、進捗管理、懸案管理、定例会議開催、議事録作成、電子カルテシステム 

ベンダーとの調整 

・基本設計 

要件確認、調査分析、基本設計書作成 

・詳細設計 

詳細設計、検証作業 

・設定 

機器への設定インストール作業 

・試験、検証、評価 

動作検証、動作試験作業、試験結果報告と評価 

・施工、導入 

システム 導入作業、機器 設置 作業 

・動作確認 

システム動作試験、通信試験、障害切り替え試験 

・操作教育  

システムユーザー向け 管理者向け研修 

・リハーサル 

模擬患者と模擬オーダーによる運用テスト（必要に応じて） 

・立ち会い 

運用開始時の立ち会い 、操作説明 

・成果物の提出 

完成図書等成果物の作成及び提出 



・保守、運用の開始 

保守、運用基盤の構築（導入完了後の保守、運用開始） 

・検収 

納品物が要求仕様に沿っているか確認 

 

６．指定場所への納入等 

  システム機器の搬入、据付け、動作確認は納期までに完了すること。なお、納期につ

いては可能な限り早期の納入に努めること。 

搬送、据付け及び納入に関する費用については落札者の負担とする。 

 

７．動作確認 

  設置されたシステム機器は、使用できる状態に調整して引き渡すこと。動作確認に要

する費用については落札者の負担とする。 

 

８．検査 

（１）設置完了後、川崎市が指定する検査員に報告し検査員の指定する日時に完了 

検査を受けること。 

（２）完了検査の際には実施にシステム機器等を作動させて機能確認を行なうことが 

ある為機器構成、機能等について説明出来る者が立ち会うこと。 

（３）完了検査後、ただちに納品書に検査員の確認印を受け川崎市立川崎病院事務局

庶務課経理係に提出すること。 

（４）落札者は検査員の検査に係る指示を従うものとし、検査員からの納入物品につ

いての説明および資料提出を求められた場合には速やかに応じるものとする。 

（５）検査に係る手続は、いずれも落札者がその負担により行うこととし、検査のた

め変形、変質、消耗又は毀損した物品の損失は全て落札者の負担とする。 

（６）納入検査において合格と認められないとき、落札者は本市担当者の指定する期

日までに装置等の取替え又は補正を行なうこと。 

  （７）検査に関する費用については落札者の負担とする。 

 

９．その他 

   詳細については、「周産期電子カルテシステムの備えるべき要求仕様等」を 

参照のこと。 

川崎市病院局経営企画室契約担当及び川崎市立川崎病院事務局庶務課経理係の 

職員の指示に従うこと。 

 

 

 



 

 

周産期電子カルテシステムの導入目的と備えるべき要求仕様等 

 

１．システム導入目的 

川崎病院（以下「当院」という）は、周産期電子カルテシステム （以下「システム」とい

う）の 構築を行う。以下、システムの構築の目的は 以下のとおりである。 

 

①  業務効率の向上 

周産期診療記録の検索性・見読性を向上・業務効率化および医療安全の向上 

 

②  患者サービスの向上 

診療情報提供や診療情報開示・請求 に対し、わかりやすく説明するための情報 

基盤を構築 

 

③ 医療情報データの有効的な利活用 

情報の抽出・統計処理を柔軟に行える仕組みを構築し、臨床的活用や病院・部門 

管理業務の効率化・高度化を図る 

  



２．周産期電子カルテシステム要求仕様 

① 基本要求仕様 

HIS 連携 1 病院情報システム(HIS)等システム連携し各種記録を患者単位で作成・管理・保存できること。 

  
2 

病院情報システムのクライアント上で相乗り可能であること。病院情報システムメーカー（HIS）と協力し

て影響・干渉調査を実施すること。 

基本要件 
3 

システム想定運用期間は 低５年間とする。ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク容量は、将来的な拡張性を

考慮した余裕ある構成仕様とする。 

  
4 

システム応答速度は操作者がストレスを感じない秒数とする。ただし大量データ検索、参照等の処理

除くが、応答時間に多大な影響を及ぼさないような対策を講じること。 

  5 各種データについても導入より 低７年間保存できる環境を用意すること。 

  6 ２４時間３６５日、運用レベルでノンストップであること。停電等を考慮し無停電装置を設置すること。 

  7 システム 2 重化構成、予備サーバ等により、システムの停止を 小限とする方式を導入すること。 

  8 サーバハードディスクは RAID 構成により充分な冗長性を確保しデータ損失の防止すること。 

  9 各サーバは処理量のピーク時の負荷を考慮したシステム構成とすること。 

  
10 

各データベースは通常業務の遂行に支障を来さないよう自動的にバックアップが行え、障害時にはバ

ックアップから復元する能力を有すること。 

  11 使用するネットワークおよび病院インフラについて事前に協議を行うこと。 

  
12 保存されたデータは全て当院のものである事を明確にし、利用用途についても自由とすること。 

  
13 

データの 2 次利用を目的として、統計・分析用 DWH との接続の為にデータレイアウトを公開または、指

定場所に目的データを出力すること。 

  
14 

ウイルス、ハッキング、クラッキング対策を施こすこと。ソフトウエアは病院指定のものとし、ライセンス

費は落札者側とすること。 

職員認証 15 相乗り端末は周産期電子カルテシステムを利用する際に、HIS からログインができること。 

  16 電子カルテと同じ職員マスタが登録され電子カルテの職員マスタと自動連動する仕組みを持つこと。 

  17 利用者の利用範囲限定・権限等の設定が所属科・職種・役職・職員 ID 別に行えること。 

ログ 
18 

システムを利用した履歴データ、いつ、誰が、どのデータアクセスしたかをアクセスログとして取得する

仕組みを有すること。 

導入・保守 19 導入に際し現場業務に支障をきたさないよう、職員との打合せを実施し、スムーズな構築を図ること。 

  
20 

情報セキュリティに対して、十分な配慮を行うことともに、現地での作業者に対してもセキュリティに関

する十分な指導を行うこと。 

  
21 

導入スケジュールを病院に提示したうえ、導入の経過進捗状況を毎週、書面にて、報告を行う。また、

システム導入は病院の確認及び許可によって行うこと。 

  

22 

各ベンダーと病院とで仕様詳細を詰め、またその成果物として納入仕様書を作成し、提出すること。同

仕様書は、全ての仕様および、画面・機能・処理内容・管理・マスター、その他、あらゆることが含まれ

ていること。 



  
23 

設置する機器の接続テスト、機能テスト及びプログラムテストを行うこと。実際の稼働環境に適切なテ

ストプログラムであるかどうか確認すること。 

  
24 

本稼動後、法改正や関連ガイドライン改正時、システムのバージョンアップやマスタ変更時、操作研修

等を実施すること。 

  25 稼働開始までに操作説明書運用手順書および障害切り分け手順書を準備すること。 

  
26 

導入機器の搬入、据付け、調整等は当院の日常業務に支障をきたさないように行う。 

搬入、据付け時は必要に応じ搬入経路及び据付場所の養生を行うこと。 

  27 設置するサーバはマシン室内共有ラックマウントに設置できること。 

  28 システムの本番稼動前に、担当病院職員の運用リハーサルを実施すること。 

  29 当院にて操作研修を行うこと。一般操作者に対する研修を３日間あるいは５回以上行うこと。 

  30 当院にてシステム運用管理者向けの操作研修を行うこと。サーバ等運用管理についても含むこと。 

  31 稼動後立会いは、運用に混乱をきたさないように一定期間の要員を配置すること。 

  

32 

他病院において導入経験のあるＳＥによる開発体制を整備すること。 

病院情報システムに関する委員会・ワーキング・打ち合わせ等に病院からの要請があれば、 

ＳＥ責任者または担当ＳＥが出席すること。 

  33 システムの運用時間に応じた保守体制を整備すること。 

  34 ハードウェア故障及び障害への速やかなサポート体制を実現すること。 

  
35 

リモート保守を行う場合は、病院のリモート保守ポリシーに従うこと。その通信費は落札者負担とする

こと。 

  36 制度改訂や元号追加等、システム対応が必要な場合は、対応費用は保守費に含めること。 

 

  



②ソフトウェア要求仕様 

患者管理 1 患者検索機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    条件を指定し、登録されている患者を検索、及び、一覧表示する機能を有すること。 

    
患者番号、氏名、生年月日、分娩予定日、分娩日、分娩予定施設、妊娠週数、胎児数、主治医の情報

を一覧表示する機能を有すること。 

  2 分娩台帳機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    条件を指定し、分娩済みの患者を検索、及び、一覧表示する機能を有すること。 

  3 患者基本情報記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    患者の基本情報を表示、編集する機能を有すること。 

    

分娩予定日、カルテの終了理由、月経関連情報、アレルギー、パートナーの情報、妊娠分娩歴、結婚、

宗教、嗜好品、分娩予定施設、家族歴、紹介元の情報、転院先の情報、産科医療補償制度の情報、使

用中薬剤、特記事項を記録する機能を有すること。 

健診管理 1 健診一覧機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    患者の基本情報を表示する機能を有すること。 

    患者の検査結果を時系列に表示する機能を有すること。 

    患者の妊婦健診に関する情報を時系列に表示する機能を有すること。 

    患者の胎児健診に関する情報を時系列に表示する機能を有すること。 

    検査情報、健診情報の表示対象項目をユーザー毎に設定する機能を有すること。 

    患者の母体基礎疾患、産科合併症に関する情報を表示する機能を有すること。 

    患者の今回の妊娠における備考を表示する機能を有すること。 

    患者の分娩方針に関する情報を表示する機能を有すること。 

  2 検査結果記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    産科にて行われる検査結果を記録する機能を有すること。 

    紹介状から転記された検査結果を分類する機能を有すること。 

  3 産科合併症記録機能に関しては以下の機能を有すること。 

    今回の妊娠における産科合併症有無、異常内容ごとの種別を記録する機能を有すること。 

  4 産科既往症記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    産科既往症を記録する機能を有すること。 

  5 母体健診記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    

健診日、妊娠週数、腹囲、血圧、子宮底長、脈拍、尿検査結果、体重、諸検査項目、健診時の所見、カ

ンファレンス対象有無、頸管長、頸管所見、エラスターゼ、Fibronectin、腟分泌物、BishopScore を記録

する機能を有すること。 

    BMI を体重から自動的に計算し表示する機能を有すること。 

    健診所見は文字色、文字サイズが変更、表示する機能を有すること。 

    過去の健診内容を参照しながら入力する機能を有すること。 

  6 胎児健診記録に関しては以下の要件を満たすこと。 



    四胎まで記録す機能を有すること。 

    胎位を記録する機能を有すること。 

    CRL、BPD、AC、FL、EFBW を記録する機能を有すること。 

    BPD、AC、FL、EFBW の SD 値を自動的に計算し表示する機能を有すること。 

    CRL の相当週数を自動的に計算し表示する機能を有すること。 

    胎児心拍、状況異常、性別、羊水状態、胎盤状態、付着物、健診所見を記録する機能を有すること。 

    血流計測の結果を記録する機能を有すること。 

    基線心拍数、周期性変化、心拍レベルを記録する機能を有すること。 

    BPS を記録、自動計算する機能を有すること。 

    胎児スクリーニングの診断結果を記録する機能を有すること。 

    精密超音波診断を記録する機能を有すること。 

  SR 機能を有すること。 

    精密超音波診断の所見、診断内容をフリーコメントで記録する機能を有すること。 

  7 保健指導記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    妊娠週数ごとに日付、記録者、週数に応じた内容を記録する機能を有すること。 

  8 母乳外来記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    受診ごとに日付、担当者、児毎の授乳状態を記録する機能を有すること。 

  9 母体感染症記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    今回の妊娠における母体感染症の有無、種別を記録する機能を有すること。 

  10 母体使用薬剤記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    今回の妊娠における母体使用薬剤の有無、種別を記録する機能を有すること。 

  11 産後健診記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    二週間健診、一ヶ月健診をそれぞれ記録する機能を有すること。 

    二週間健診、一ヶ月健診をそれぞれ記録する機能を有すること。 

    体重、血圧、尿検査、子宮の状態を記録する機能を有すること。 

  12 グラフに関しては以下の要件を満たすこと。 

    胎児指定体重、BPD、FL、AC、UmA RI、UmA PI、MCA RI、MCA PI をグラフ表示できること。 

    母体の体重、子宮底長、血圧を週数単位でグラフ表示する機能を有すること。 

  13 母体基礎疾患記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    既往および今回の妊娠における母体基礎疾患の有無、種別、病名を記録する機能を有すること。 

病棟管理 1 病棟機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    入院から退院までを１回の入院とし、患者の入院情報を入院単位で記録する機能を有すること。 

    分娩情報、入院情報、産科合併症、母体基礎疾患、備考を表示する機能を有すること。 

    
バイタル、陣痛・児心拍、内診、CTG装着、O2 記録情報、点滴・注射実施情報、医師看護記録が分娩経

過に従って表示される機能を有すること。 

    破水日時、胎児娩出日時がパルトグラムに反映される機能を有すること。 



    多胎の場合、画面内で胎児情報を表示切り替えて表示する機能を有すること。 

  2 バイタル記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    体温、血圧、脈拍、SpO2、呼吸数を記録する機能を有すること。 

  3 陣痛・児心拍記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    子宮収縮、周期、間歇、発作、基線心拍数、基線細変動、心拍レベル分類、を記録できること。 

    標準値を自動入力する機能を有すること。 

    胎児心拍数波形分類レベルを表より選択する機能を有すること。 

  4 内診記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    開大度、展退度、下降度、硬度、子宮口位置、矢状縫合、先進部、内診所見を記録できること。 

    矢状縫合の小泉門選択時に、大泉門を自動入力する機能を有すること。 

  5 CTG 記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    装着者、装着開始日時、脱着者、終了日時、備考を記録する機能を有すること。 

  6 記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    O2 投与開始日時、O2 投与終了日時、投与量、備考を記録する機能を有すること。 

  7 点滴・注射実施記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    実施開始時間、実施終了時間、実施者、薬剤名、用法、投与速度、備考を記録する機能を有すること。 

    実施中の投与速度変更情報を記録する機能を有すること。 

    点滴・注射マスタで設定した薬剤名を選択し、テキスト欄に自動入力する機能を有すること。 

  8 医師記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    医師記録を記録する機能を有すること。 

  9 看護記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    看護記録を記録する機能を有すること。 

  10 分娩結果（助産師）記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    
分娩場所、分娩期情報、分娩所要時間、出血量、分娩時体重、分娩要約、新生児情報、立会い分娩情

報、臍帯異常、Apgar score を記録する機能を有すること。 

    分娩所要時間、出血量合計、Apgar score 合計を自動計算し表示する機能を有すること。 

  11 分娩結果（医師）記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    分娩期情報、出血量、分娩時間、新生児情報、Apgarscore、分娩時胎位を参照する機能を有すること。 

    
分娩様式、心拍レベル分類、心拍異常、児診断、新生児情報、小児科立会い情報、臍帯情報、児処

置、胎児治療、特記事項を記録する機能を有すること。 

    胎児心拍数波形分類レベルを表より選択する機能を有すること。 

  12 分娩結果記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    分娩結果を反映した出生届を出力する機能を有すること。 

    分娩結果情報をサマリー化して表示する機能を有すること。 

  13 分娩異常記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    分娩異常情報を記録する機能を有すること。 



    分娩処置記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

  14 分娩処置記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    分娩時処置情報、子宮弛緩情報、陣痛促進情報を記録する機能を有すること。 

  15 胎盤所見記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    胎盤所見情報、卵膜情報、臍帯所見情報を記録する機能を有すること。 

  16 退院診察記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    退院時母体情報、退院時児情報、備考を記録する機能を有すること。 

    BMI を体重から自動的に計算し表示する機能を有すること。 

    退院日体重減少率を出生体重と退院時体重から自動的に計算し表示する機能を有すること。 

    フリーテキスト入力ができ、入力した情報を登録する機能を有すること。 

    分娩結果の情報を同一画面で参照する機能を有すること。 

  17 胎盤所見記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    胎盤所見情報、卵膜情報、臍帯所見情報を記録する機能を有すること。 

  18 乳房管理記録に関しては以下の要件を満たすこと。 

    受診ごとに日付、担当者、乳房の状態、児毎の授乳状態を記録する機能を有すること。 

    乳房の状態をシェーマで記録する機能を有すること。 

  19 産褥記録機能に関しては以下の要件を満たすこと。 

    産褥記録を記録する機能を有すること。 

開示履歴 1 カルテ開示に関しては以下の要件を満たすこと。 

    指定した期間に記録した 新データを、画面ごとに表示する機能を有すること。 

    指定した期間に記録した 新データを、PDF 形式で出力する機能を有すること。 

  2 入力履歴に関しては以下の要件を満たすこと。 

    指定した期間に記録したデータの入力履歴を、画面ごと表示する機能を有すること。 

権限制御 1 グループ権限に関しては以下の要件を満たすこと。 

    職種、所属、診療科ごとに各画面の参照／登録を設定する機能を有すること。 

  2 ユーザー権限に関しては以下の要件を満たすこと。 

    ユーザーごとに各画面の参照／登録を設定する機能を有すること。 

    ユーザーを、ID、氏名、職種、職種、所属、診療科等の条件で検索し一覧表示する機能を有すること。 

統計管理 1 統計に関しては以下の要件を満たすこと。 

    項目を設定することにより、月毎の分娩母体数、出産胎児数などを集計表示する機能を有すること。 

    数値表示、グラフ表示から選択し統計結果を参照する機能を有すること。 

    集計結果を CSV 出力する機能を有すること。 

   

  2 年度別統計に関しては以下の要件を満たすこと。 

    年度毎の分娩母体数、出産児数などを集計表示する機能を有すること。 

    集計結果を CSV 出力する機能を有すること。 



  3 月別統計に関しては以下の要件を満たすこと。 

    月毎の分娩母体数、出産児数などを集計表示する機能を有すること。 

    集計結果を CSV 出力する機能を有すること。 

  4 助産師統計に関しては以下の要件を満たすこと。 

    月毎の分娩件数、出生子数などを集計表示する機能を有すること。 

    集計結果を CSV 出力する機能を有すること。 

統計管理 1 統計患者に関しては以下の要件を満たすこと。 

    指定期間内に分娩した患者を一覧表示し日産婦報告用データを CSV 形式出力する機能を有すること。

    ソフトウェアに取り込んだ際にチェックエラーとなる件数を表示する機能を有すること。 

  2 産科確認に関しては以下の要件を満たすこと。 

    周産期管理システムより抽出したデータを表示する機能を有すること。 

    ソフトウェアに取り込んだ際にチェックエラーとなる項目を、メッセージにより確認する機能を有すること。 

マスタ 1 定型文編集に関しては以下の要件を満たすこと。 

    全体の備考、分娩方針、母体健診備考で参照する定型文を登録する機能を有すること。 

  2 点滴薬剤マスタに関しては以下の要件を満たすこと。 

    点滴・注射で参照する薬剤名等を登録する機能を有すること。 

  3 ユーザーリストに関しては以下の要件を満たすこと。 

    電子カルテに登録されているユーザーを一覧で表示する機能を有すること。 

    
周産期管理システム内の各画面の「診察医師」「診察助産師」等のリストに表示するユーザーを設定す

る機能を有すること。 

出力 1 出生届を PDF 形式で出力する機能を有すること。 

  2 死産届を PDF 形式で出力する機能を有すること。 

  3 単年、単年度間の統計情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  4 年度単位の統計情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  5 月単位の統計情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  6 助産師統計は月単位の統計情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  7 日産婦報告用の情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  8 CSV 出力に関しては指定した期間内の分娩情報を CSV 形式で出力する機能を有すること。 

  9 カルテ開示用 PDF は、指定期間内の 新情報を画面ごとに PDF 出力する機能を有すること。 

 


