
資料提供招請に関する公表 

 

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該

導入に関して資料等の提供を招請します。 

 

令和元年７月５日 

契約担当役 

独立行政法人労働者健康安全機構 

長崎労災病院長 福崎  誠 

 

◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 42 

○第 44号 

１ 調達内容 

(１) 品目分類番号 71、27 

(２) 導入計画物品及び数量 電子カルテシステ

ム一式及び５年間のシステム保守業務委託 

(３) 調達方法 借入 

(４) 導入予定時期 令和２年度第３・四半期 

(５) 調達に必要とされる基本的な要求要件 

 本システムは独立行政法人労働者健康安全機

構長崎労災病院（以下、本院という）における

診療業務及び経営管理業務を総合的に支援す

るためのもので、電子カルテシステム（オーダ

ーリングシステム、看護支援システム、医事会

計システム、レセプトチェックシステム、DPC

コーディングシステム、病歴管理・がん登録シ

ステム、医療安全管理システム、グループウエ

ア、DWH 含む｛カルテ入力、カルテ履歴参照、

検査結果参照、診療予約、検査予約、手術予約、

処方指示、注射指示、服薬指導指示、処置指示、

検査指示、放射線指示、リハビリ指示、食事指

示、栄養指導指示、入退院指示、病棟移動指示、

看護指示、クリティカルパス指示、病名入力、

病床管理、看護診断、看護支援等｝）、部門シス

テム（レポート既読管理システム、診断書作成

システム、内視鏡・超音波ファイリングシステ

ム、検査部門総合システム、病理検査システム、

薬剤部門総合システム、手術管理・麻酔記録シ

ステム、循環器動画ファイリングシステム、栄

養部門総合システム、看護勤務管理システム、

生理検査波形ファイリングシステム、リハビリ

支援システム、ME機器管理システム、レジメ



ンオーダリングサポートシステム等）、および

既設部門システムとの連携（放射線部門総合シ

ステム、健診システム、感染管理システム、細

菌検査システム、その他医療機器関連接続）の

業務全般にわたり統合的に管理、参照が行える

システムであること。 

２ 資料及びコメントの提供方法 

上記１(２)の物品に関する一般的な参考資料及び

同(５)の要求要件等に関するコメント並びに提供

可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請

する。 

(１) 資料等の提供期限 令和元年８月５日 16時

（郵送の場合は必着のこと。) 

(２) 提供先 〒857―0134 長崎県佐世保市瀬戸

越２丁目 12番５号 長崎労災病院会計課契約

係舟津 電話 0956―49―2191 

３ 導入説明会の日時及び場所、説明書の交付方法 

 令和元年７月 11日 14時 長崎労災病院 ３階講堂 

 導入説明書は、説明会の日より交付する。 

(１) 交付期間 令和元年７月５日から令和元年７

月 30日まで。 

(２) 交付場所 上記２(２)に同じ。 

４ その他 

この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本

公表内容は予定であり、変更することがあり得る。 

５ Summary 

（１）  Ｃlassification of the products to b

e procured:71,27 

（２）  Ｎature and quantity of the products

 tobe purchased: Electronic Medical Re

co-rds System 1 Set and system mainten

an-ce commission for 5 years. 

（３） Ｔｙpe of the procurement: Lease 

（４） Basic requirements of the procurement: 

This system should generally support  

 the medical care services and business

 management at Japan Organization of   

 Occupational Health and Safety Nagasa-

 ki Rosai Hospital. 

This should be the system which can   

control and refer to all aspects in   

following works. Electric medical rec-



ord system, ordering system, nursing  

support  system, medical affairs acco-

unt  system, receipt check system, DPC

coding support system, medical records

management and cancer registration sys

tem, incident management system, DWH  

and groupware (medical record input,  

medical record history reference, test

result reference, medical examination 

and care reservation, testing reserve-

tion, operation reservation, prescrip-

tion instructions, injection instruct-

ions, medication teaching instructions,

treatment instructions, testing instr-

uctions, radiation instructions, reha-

bilitation instructions, diet instruc-

tions, nutrition teaching instructions,

 hospitalization and discharge instru-

ctions, ward movement instructions, n-

ursing instructions, critical path in-

structions, disease name input, sickb-

ed management, nursing diagnosis, nurs

ing support etc.) The Section system 

(Report read management system, Medic-

al certificate preparation system, end

oscope/ultrasound imaging management  

system, laboratory test support gener-

al system, pathology support system,  

medicine information general system｛ 

compounding of medicines support｝,   

operation management and anesthesia r-

ecording system, vascular imaging man-

agement system,  nutrition support sy-

stem｛NST management｝, Nursing ser-vi

ce management system, physiology ex-am

ination management system, rehabili-ta

tion support system, ME device mana-ge

ment system, anticancer drug orderi-ng

 support system etc.), and connecti-on

 with existing department system  ( ra

diology information general system, me

dical check system, infection manag-em



ent system, Bacterial test system,  ot

her medical device connecting) 

（５） Time-limit for the submission of the  

requested material: 4:00 ＰＭ 5 August,

 2019 

（６） Contact point for the notice: 

Funatsu Procurement Section, Accounti-

ng Division, Nagasaki Rosai Hospital  

12―5 2chome Setogoe Sasebo-shi Nagasa

-ki- ken  857―0134 Japan TEL 0956―49

―2191 

      


