情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：別紙1

回答

機能要件一覧

帳票が大量にあるため、RFIではレイアウトの分かるサンプルは提示いた

各事業のシステムから出力する帳票の一覧について各帳票のレイアウトがわ しません。帳票タイトルの一覧を別添資料①として提供いたしますので、そ
かるサンプルを提供いただけますでしょうか。

ちらを参考にお見積りください。

またその中でどの帳票をOCR読み取りするのかもご教授いただけますでしょ

1

うか。

OCR読み取り対象の帳票一覧については、別添資料②のとおり提供いたし
ます。なお、OCR読み取り対象の帳票は健康管理システムから出力している
もの以外も含みます。
別添資料①「帳票タイトル一覧」
別添資料②「OCR読み取り対象帳票①～③」

資料名：別紙1

機能要件一覧

『別紙１

母子保健業務の機能要件一覧にタブレットの記載がありましたが、調達仕様

2

書にはタブレットの記載がありませんでした。

機能要件一覧』に誤りがありました。

タブレットについては導入予定がなくなりましたので、考慮しないようお
願いします。

導入に必要なタブレットの仕様、数について情報提供いただけますでしょう
か。
【RFI】別紙３サーバ等機器仕様

「別紙３

1-1データベースサーバ及び1-2ストレージサーバ

サーバへの各種インストール作業は受託業者にて実施して頂きます。

サーバ等機器仕様」に誤りがありました。

「インストール作業は本市にて実施」

3

※必要となるインストール媒体を準備することとあります。
この「本市にて」とは
守口市庁舎内作業場所にて実施という意味でしょうか？
守口市職員様にて実施という意味でしょうか？
No.3に関連し、

No.3の回答の通りです。

「インストール作業」とは

4

・OSのインストール
・各ミドルウェアのインストール
（Automutic Runnin Contoroller、ARCserve、SI Object Browserなど）
どのインストール作業を想定されていますでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の1概要

5

（3）成果物

任意様式で結構です。

運用保守に月次報告書とありますが、この報告書は任意様式でよろしいで
しょうか。
資料名：調達仕様書（案）の1概要

6

1-2基本要件

将来的に新たに国等と連携するシステムが稼働した場合やシステムの仕様

中間サーバGW等とありますが、この「等」において他に何があるか教えて
ください。
資料名：調達仕様書（案）の1概要

標準化による対応を想定しています。現時点ではありません。
軽微なものは保守の範囲で構築・運用保守を行っていただく想定です。

1-2基本要件

以下に記載するシステムとなります。

⑥ 本再構築に含まれないシステムで、現行健康管理システムと連携して 利
用しているシステムの事業者等との調整とありますが、このシステムとは具

①基幹系業務システム：

体的にどこの業者の何のシステムなのでしょうか。

7

日本電子計算(株)製

WIｚLIFE・中間サーバーGW

②胸部レントゲンシステム：
㈱ニーズテック製

FCR用放射線科受付システム（MWMサーバー）

③胃部レントゲンシステム：
日立ヘルスケアシステムズ㈱製
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情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：調達仕様書（案）の1概要

回答

1-2基本要件

レイアウトについてはRFIで公表する内容と考えていませんので、連携す

上記質問No.7について連携するデータ及びレイアウトをご提示ください。

るデータの概要ないしデータ項目のみお答えします。
項番は質問No.7への回答の内容に準じます。

8

①と連携するデータ
住民データ/国保資格情報/非課税世帯情報/住民税情報
後期高齢者情報/生活保護情報
②・③と連携するデータ項目
宛名番号/氏名カナ/性別/生年月日
資料名：調達仕様書（案）の1概要

9

1-2基本要件

（1）④

お見込みの通りです。

既存ベンダとの調整は貴市を通しての実施となる、でよろしいでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の2機能要件

2-1機能要件（1）

今回のRFIでは機能要件一覧のすべてを実現した際の費用を確認したいと

別紙1「機能要件一覧」に記載する区分が「必須」である機能についてはと

考えていますので、すべて必須という認識でお見積りいただければと思いま

10 ありますが、「必須」区分が存在しませんが、どの資料のどこを見ればよろ す。
しいでしょうか。

RFPの際は費用感を見ながら、必須項目とそれ以外を示させていただきま
す。

資料名：調達仕様書（案）の2機能要件

11

2-1機能要件（2）

本項目の意図は、本市機能要件に書かれていないという理由で、業務パッ

業務パッケージの標準機能については、特に機能要件に記載がない場合でも ケージにおける標準機能を故意に制限することを認めないという意味です。
必ず実現することとありますが、具体的にどのような機能を想定されていま
すでしょうか。一例でもよいのでご教示ください。
資料名：調達仕様書（案）の2機能要件

2-1機能要件（3）

本市の要求する機能を実装していた場合得られたであろう結果を抽出する

12 定義作成とありますが、ここで言う定義作成とはどのようなものなのでしょ ための、抽出条件のことを指します。テンプレートを作成してください、と
うか。様式等ございますでしょうか。

いう意味です。

資料名：調達仕様書（案）の2機能概要

2-4外部インターフェース要件

EUC要件（2）

検討した結果、該当するものがなかったため、本項目は削除したいと思い
ます。

13 EUCでデータ管理しているものについて、データ移行の必要がある場合には
データ移行を行うこととありますが、具体的なレイアウト、件数、移行元シ
ステムについて具体的にご教示ください。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

3-1ソフトウェア要件（3）、3-

11事業継続性要件（2）

14

仕様書（案）4-6 ソフトウェア概要に示すソフトウェアを導入し、本市の

ソフトウェアのライセンス体系等経済的な構成で提案、ミドルウェアやサー 環境下で快適に動作するのであれば、貴社が最適と判断する構成で構いませ
バスペックが高価とならない経済的な構成が望ましいとありますが、弊社シ ん。
ステムを利用する上で他団体を参考に最適な構成であれば問題ないでしょう
か。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

15

非効率的な調達方法によるコスト増を認めないという意味です。

ただし、あまりにも動作が遅い・不安定など、サーバスペックに起因する
問題が発生した場合は、受諾者に対応を求めます。

3-1ソフトウェア要件（4）

端末のバージョンアップも受託業者に行っていただきます。

OSのバージョンアップとは端末のバージョンアップも受託業者で行うという
意味でしょうか。それとも提案システムの新OSの対応のみという意味でしょ
うか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

3-1ソフトウェア要件（4）

上記質問No.15の回答が端末のバージョンアップも受託業者で行うという意

16 味だった場合、Windows8からWindows10などの再インストールが必要な

Windows10は最終版と認識しているので、再インストールは発生せず、最
低毎年1回メジャーアップデートに対応していただく想定です。
セキュリティパッチは随時あててください。

バージョンアップを作業費、ミドルウェア経費含め運用保守の範囲で行うと
いう意味でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

17

3-1ソフトウェア要件（5）

動作環境のWebブラウザがバージョンアップした際、システムを対応して

Webブラウザのバージョンアップとは端末のバージョンアップも受託業者で いただく想定です。
行うという意味でしょうか。それとも提案システムの新Webブラウザの対応

端末のバージョンアップについては質問No.16への回答の通りです。

のみという意味でしょうか。
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情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

回答
3-3端末に関する要件

お見込みの通りです。

全ての機器の新規設定・設定変更作業は運用保守の範囲内で受託者が実施す

過去の実績に新規設定はありません。設定変更については、過去の実績を

18 ることとございますが、機器費用、ミドルウェア費用、ライセンス費用も運 控えていないため詳細な数は不明ですが、基本的にはシステム側の更新や仕
用保守内で提供する想定でしょうか。また過去の実績として毎年何台分設定 様変更等による設定変更が発生しています。
が発生しましたでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

19

3-6その他周辺機器に関する要件

②

別添2の様式を利用する業務となります。紙はサイズにばらつきがありま
すが、普通紙もしくは再生紙です。

OCRスキャナを利用している事業、帳票、紙について具体的にご教示くださ
い。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

3-8拡張性要件（5）

お見込みの通りです。

将来的に使用する端末数が増加した場合、追加でライセンス料を請求しない

20 こととあり、「別紙3 サーバ等機器仕様」にあるようにOracle利用を想定

健康管理システムについて、追加のライセンス料を請求しないこと、とい
う意味です。

されていますが、データベースやWindows CAL、Office等の追加ライセンス
は別途ということでよろしいでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

21

3-9上位互換性要件（2）

OSミドルウェアなどのバージョンアップについては無償で対応することとあ

お見込みの通りです。
導入OSへのパッチやホットフィックスへの対応を無償でしていただきたい

りますが、買い直しが必要な場合については無償範囲外と考えてよろしいで という意味です。
しょうか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

3-11事業継続性要件（3）

お見込みの通りです。

22 年一回程度ダウンリカバリサーバへの切替シミュレーションを実施とありま
すが、費用は保守内に含む想定でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の3非機能要件

3-13利用者数及び利用拠点（1）

最大同時接続数が40ライセンスで、登録ユーザ数は50ライセンスの想定で

システムの利用者については、想定50名程度利用とありますが、本調達の調 準備をしてください。

23

達端末数は40台と認識しています。端末は50台用意が必要でしょうか。それ
とも端末を40台用意し、oracleライセンスのようにユーザ数分必要なライセ
ンスの準備が必要という意味でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

24

4-1デスクトップパソコン

データバックアップおよび関係各所へのデータ受け渡しを行う想定ですの

光学ドライブがDVDスーパーマルチドライブとなっておりますが、デスク

で、書き込み機能は必要です。

トップパソコンからDVDにデータの書き込みが必要な運用はありますでしょ
うか。具体例をご教示ください。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

25

4-1デスクトップパソコン、4-2

ノートパソコン

システムを利用している端末にて、大量のデータを用いた作業を行う可能
性があるため、CPUは本市の仕様を満たしてください。

CPUがIntel Core i5（第9世代）以上とありますが、弊社推奨の機器構成であ
れば満たしていなくても問題ないでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

26

4-1デスクトップパソコン、4-2

ノートパソコン

システムを利用している端末にて、大量のデータを用いた作業を行う可能
性があるため、内部ストレージは本市の仕様を満たしてください。

内部ストレージがSSD：512GB以上とありますが、SSDである必要はござい
ますでしょうか。弊社推奨構成であれば問題ないでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

4-4ストレージ機器（1）業務系

サーバ・各課データ共有及びバックアップ用ストレージ機器①

仕様書に誤りがありました。
合計容量は6TB以上を想定しています。用途はバックアップ等です。

27 合計容量が60TB以上とありますが、こちらは何を保存するための容量なので

貴社の推奨構成がこれより少なくて済む場合は、推奨構成でも構いませ

しょうか。弊社推奨構成であれば満たさなくても問題ないでしょうか。

ん。ただし、容量不足によりシステムの安定性・継続性に問題が生じた場合
は、受諾者に対応を求めます。

資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

4-4ストレージ機器（1）業務系

サーバ・各課データ共有及びバックアップ用ストレージ機器②

長期保存に適しているため、マガジン式LTO装置での導入を想定してくだ
さい。

28 LTO装置での退避も可能にすることとありますが、外部保管等はされていま
すでしょうか。またLTOに保管することにこだわりはありますでしょうか。
他種類の外部保管できるテープであれば問題ないでしょうか。
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情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

29

回答

4-6ソフトウェア概要（1）Officeソ

フト①イ

耐衝撃性を考慮し、SSDによる調達を想定しています。容量はデータ保存
できるものであれば問題ありません。

外付けSSDで用意することとありますが、SSDにこだわりはありますでしょ
うか。HDDでも問題ないでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

30

4-6ソフトウェア概要（1）Officeソ

フト②

健康管理システムから抽出した複数の健診データを組み合わせ、事業の方
向性の検討、効果検証などを行っています。

Microsoft Office Access2019とありますが、現在Accessでどのような運用
をされていますでしょうか。具体例をご教示ください。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

31

4-6ソフトウェア概要（2）ウイル

スソフト①

本市企画課情報担当から、ウィルス対策ソフトを本庁側の環境と統一する
よう指示が出ているため、ESETに限定しています。

ESET Endpoint Antivirusとありますが、ウイルス対策ソフトは別のソフトで
も問題ないでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

32

4-6ソフトウェア概要（2）ウイル

スソフト④

特定保健指導等で食事のカロリー計算のために使用しています。
(株)東洋システムサイエンス製

栄養naviの導入時における最新版を想定

栄養計算ソフトとはどのような機能を指していますでしょうか。ご指定の製 しています。
品はございますか。
資料名：調達仕様書（案）の4機器概要

4-9導入及び付帯作業概要（1）

今回の再構築にて施設内（３Fくすのき広域連合執務エリア内及び１F全域

必要な機器の搬入、設置配線接続工事を行うこととありますが、正確な見積 を除く）の幹線を含むネットワーク再敷設工事を行う想定です。
積算に伴い、「建物の弱電設備図面」「既存システムの構成」「新システム
の構成」「機器設置場所（既存、新規）図面」「NW系統図およびNW情報

33 （UTPケーブルはCAT5EorCAT6?/スピード100Mｂｐｓ/1000Mｂｐｓ？
等）」「現地写真」

概算で結構ですので、「既存の構成（フロアごとの設置数）」「サーバ室
から利用フロアまでは通ってる回線」に関する図面等の情報を、セキュリ
ティの観点から別途メールにて提供いたします。（別添資料③）
図面から把握できる範囲でお見積りください。

また概算でも問題なければ、「既存の構成（フロアごとの設置数）」「サー
バ室から利用フロアまでは通ってる回線」の情報を提供ください。
資料名：調達仕様書（案）の5プロジェクト管理

5-1プロジェクト計画書

検討した結果、仕様書を下記の通り修正させていただきます。

（1）
プロジェクト計画書は、優先協議対象者として選定後1週間以内に提出とあ

34 るが、契約後1週間以内に提出では問題ありますでしょうか。もし優先協議

5-1

プロジェクト計画書

（１）プロジェクト計画書は、仕様等詳細協議を実施して契約した後1週間

対象者選定後1週間以内にこだわりがある際には、契約とならなかった場合

以内に提出し、速やかにプロジェクト計画書について本市の承認を得るこ

において、これらにかかった費用についてはどうなるのでしょうか。

と。

資料名：調達仕様書（案）の5プロジェクト管理

5-5会議運営（1）

構築期間のみの想定です。

35 定例報告会は月1回程度実施とありますが、構築期間のみでしょうか。それ
とも本稼働後も実施想定でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の6開発工程

36

6-1基本方針（5）

本市庁舎内でしかできない工程以外については、受諾者側で開発作業場所

会議体の実施時や要経緯定義以外の開発作業については、原則として本市庁 の確保をお願いします。
舎内の場所の提供は行わないとありますが、原則の範囲を教えてください。
また個人情報を扱う作業においても同様でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の7移行要件

テストフェーズで個人情報を扱う作業においては、その限りではありませ
ん。

7-2データ移行要件（2）

以下に記載するシステムとなります。なお、レイアウトについてはRFIで

レントゲン管理システム等の外部システムで保存するデータについてもとあ 公表する内容と考えていませんので、連携するデータ項目のみお答えしま
りますが、こちらのシステムはどこの業者の何のシステムでしょうか。
また、連携するデータ及びレイアウトを具体的にご提示ください。

す。
①胸部レントゲンシステム：
㈱ニーズテック製

37

FCR用放射線科受付システム（MWMサーバー）

②胃部レントゲンシステム：
日立ヘルスケアシステムズ㈱製

ESPACIO・Radnext50・RadnextRX

連携しているデータは①・②ともに宛名番号、氏名カナ、性別、生年月日
です。
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情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：調達仕様書（案）の7移行要件

38

回答

7-3次期システムへのデータ抽出要

件（2）

本市が指定するレイアウトでデータ抽出を行うこととありますが、貴市ご指 市も現在はレイアウトを提示できません。
定のレイアウトをご教示ください。

実際にデータ移行が必要になった際、情報提供いたします。

資料名：調達仕様書（案）の8運用保守要件

39

今後想定される、中間標準レイアウトの変更および自治体システム標準化
検討会にて決定した内容に沿ってデータ移行をお願いするものですので、本

8-2運用保守要件（2）

報告に必要な内容等を下記の別添資料のとおり示します。なお、任意様式

報告する内容をご教示ください。また様式については任意様式でしょうか。 で結構です。
別添資料④「月次レポート必要項目一覧」
資料名：調達仕様書（案）の8運用保守要件

8-2運用保守要件（4）

可能ですが、費用については本RFIの概算見積もりに含め、内訳として示

40 貴市と弊社セキュリティルームをリモート保守のため回線を引くことは可能 してください。
でしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の8運用保守要件

8-4稼働後の対応（1）

作業場所は提供いたします。また、電気代については請求いたしません。

稼働後1か月から2か月を目途に、市民保健センター或いは本庁に要員を常駐

41

させ、とありますが、
場所をご提供いただけますでしょうか。また、受託者社員が利用した電気代
等の請求はございますでしょうか。

42

資料名：調達仕様書（案）の8運用保守要件
資料名：調達仕様書（案）の8運用保守要件

43

8-4稼働後の対応（1）

問題ありません。

受託業者から端末を持参し別途事務作業をしても問題ないでしょうか。
8-5ドキュメント管理

（3）

指定はありません。また、任意様式で結構です。

（4）
ドキュメント管理については記載内容等ご指定はありますでしょうか。ま
た、任意様式で問題ないでしょうか。
資料名：調達仕様書（案）の9特記事項

44

9-2法改正・制度改正（1）

稼働日までに運用開始することとなっているものについては、納入時点で

稼働開始までに実施されるすべての法改正・制度改正への対応がされたシス 対応しておいてください。
テムを納入することとありますが、国が示す運用開始日を経過したものを実
施されると捉えてよろしいでしょうか。
資料名：別紙3

サーバ等機器仕様

稼働日以後に運用開始するものについては、別途稼働後に契約等を検討し
たいと思います。

1機器機能および仕様（詳細）

検討の結果、下記の通り使用を修正します。

機器については自社ブランド品（同一メーカー）を使用することとあります

45 が、自社製造会社は限られているかと思いますが、具体的に提案可能な業者
をご教示ください。NECパーソナルコンピュータ株式会社、富士通株式会社

１

機器機能および仕様（詳細）

機器については同一メーカーを使用すること。

のみ提案可能でしょうか。
資料名：別紙3

46

サーバ等機器仕様

1機器機能および仕様（詳細）1-1デー

本市の仕様書（案）にて想定される使用環境および保守体制が維持できる

タベースサーバ

ならば問題ありません。ただし、必須となっている条件は満たしてくださ

弊社推奨機器を満たしていれば問題ないでしょうか。

い。また、あまりにも動作が遅い・不安定など、サーバスペックに起因する
問題が発生した場合は、受諾者に対応を求めます。

資料名：別紙3

サーバ等機器仕様

1機器機能および仕様（詳細）1-1デー

タベースサーバ

当該ミドルウェアは現行の環境のものであり、CPU負荷率やメモリ使用率
などのサーバの稼働状況管理や、障害自動検知、システム管理者への発報等

47 ミドルウェアとして「ESMPRO」をご指定されていますが、特段弊社では推 の機能があります。
奨しておりません。その場合不要でしょうか。

現行環境と同等の環境が維持できるのであれば、別のミドルウェア等でも
問題ありません。

資料名：別紙3

48

サーバ等機器仕様

1機器機能および仕様（詳細）1-2スト

本市の仕様書（案）にて想定される使用環境および保守体制が維持できる

レージサーバ、バックアップ

ならば問題ありません。ただし、必須となっている条件は満たしてくださ

弊社推奨機器を満たしていれば問題ないでしょうか。

い。また、あまりにも動作が遅い・不安定など、サーバスペックに起因する
問題が発生した場合は、受諾者に対応を求めます。

資料名：別紙3

サーバ等機器仕様

1機器機能および仕様（詳細）1-3ラッ

49 ク1台

他システムのサーバ等については格納しません。本件にて調達するすべて
の機器は、当該ラックに格納する予定です。

他社のサーバを格納する想定はございますでしょうか。
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情報提供依頼書（ＲＦＩ）に係る質問に対する回答書
件名

守口市健康管理システム再構築

No

質問内容
資料名：別紙3

50

サーバ等機器仕様

回答

1機器機能および仕様（詳細）1-3ラッ

現在空いているラックはありません。

ク1台
現在空いているラックはございますでしょうか。また何U空いていますで
しょうか。
資料名：別紙4

運用保守項目一覧

サービスレベル管理

運用実績に対す

る評価

本RFIの段階では目標値設定型（努力目標型）と記載していますが、RFP
の際は基準を設定し提示する予定です。

51 運用実施報告の内容が本市が求めているサービスの品質にかなっていたかな

考え方としては、1か月における、障害に起因するサービス停止時間の割

ど評価するとありますが、これはどのように評価し、また評価後何かに影響 合に応じ、保守料等を減じる想定です。
がありますでしょうか。
資料名：別紙5

サービスレベル一覧

サービス量的要件

問合せ受付時間

別紙６「時間外業務時間一覧」に示す土日休日の出勤日において、保守対

土日休日の業務が増加した場合対応のために受託者社員が休日出勤待機をす 応のエスカレーションができる体制であれば、出勤待機は不要です。

52 る必要はございますでしょうか。

調達仕様書（案）１－２（１）③中間サーバGWのメーカー名等をご教授く

日本電子計算株式会社製

WizLIFE

中間サーバーGW

です。

53 ださい。

54

調達仕様書（案）１－２（２）の支払システムのメーカー・製品名・バー

現行業者が作成したAccessベースの独自システムです。

ジョン等をご教授いただくことは可能でしょうか。
調達仕様書（案）１－２（２）のLOGHEALTH21/AdⅡと支払システムの

現状、LOGHEALTH21/AD Ⅱと支払いシステムは連携しておりません。そ

55 データの受け渡し方法及び同連携のファイルレイアウト等をご教授いただく のため、支払いシステムには請求書等の内容を手入力しています。
ことは可能でしょうか。今回の概算見積書作成の際に使用します。
調達仕様書（案）２－４（１）連携データの仕様に合わせるために事前に対

56

質問No.7およびNo.8の回答を参照ください。

応する作業量を算出したいため、連携ファイルレイアウトとコード表等をご
教授いただくことは可能でしょうか。今回の概算見積書作成の際に使用しま
す。
調達仕様書（案）４－５（５）サーバーラックは既設でしょうか、新設で

新設となります。ラックの費用及び設置費用についてもお見積りくださ

57 しょうか。新設の場合、ラック費用及び設置費用の見積は必要でしょうか。 い。

58

調達仕様書（案）４－６（２）④栄養計算ソフトのメーカー名・製品名・

質問No.32への回答をご覧ください。

バージョン名をご教授いただくことは可能でしょうか。
機能要件一覧/共通の項番52

「すべてのシステムにおいて、帳票はExcelに

出力できること。」の解釈は、すべてのシステムにおいて一覧帳票はExcel

59 に出力できること。」との解釈でよろしいでしょうか。尚、予診票、問診

現行の健康管理システムから出力される帳票については、職員によって文
言等の変更が容易にできるよう、Excelでの出力機能が実装されています。
同様のことができるのであれば、Wordや別途の帳票ツールを使用しても問題

票、受診券など個別帳票等は、MS-Wordや別途帳票ツールを使用する仕様で ありません。
も問題ございませんか。

60

機能要件一覧/共通の項番145

OCR帳票の提供は可能でしょうか。今回情報

質問No.1への回答をご覧ください。

提供する際に、OCR機器の選定及び見積作成の際に使用します。
機能要件一覧/成人関係一般の項番21~22のデータ連携仕様について、可能

質問No.8およびNo.37への回答をご覧ください。

61 であれば、連携仕様のファイルレイアウト等のドキュメントを可能であれば
ご提示ください。概算見積の際に使用します。
機能要件一覧/成人関係一般の項番23~30の結果登録のファイルレイアウト

ファイルレイアウトおよびコード表は、個人を特定する情報、健診日に関

及びコード表は、委託先の共通仕様となっていますか。また同ドキュメント する情報、健診した医療機関に関する情報が、共通仕様となります。それ以

62

を可能であればご提示ください。概算見積の際に使用します。

外の具体的な健診結果データは、健診内容により異なります。
ドキュメントに関してはRFIで公開する内容でないと判断しておりますの
で、ご提示はできません。

機能要件一覧/がん検診（肺）の項番6（他がん検診分の同様要件含む）の手

63

基本的にはOCRでの作業を前提としていますが、コストを抑えてよりよい

書き文字のOCR取込は、どのような状況で使用されるものですか。手書き文 提案をいただけるのであれば、見積もりに盛り込んでください。その際は、
字の変換等は、誤変換により手修正を入れるケースが考えられます。具体的 見積もりの前提条件にその旨記載ください。
な状況から別のソリューションの提案も可能です。
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守口市健康管理システム再構築

質問内容

回答

現行健康管理システムの年間保守料、初期導入時の費用総額、導入後から本
年度末までの法改正等対応時の費用等、可能な範囲でご教授ください。

64

導入後から本年度末までの法改正等対応の費用についてはすぐお渡しでき
る状態ではないため、本RFIでは提供できません。現行の年間保守料および
初期導入時の費用総額については下記のとおりです。
①初期導入費用

81,540,000円

②年間保守料

3,953,080円
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