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１．システムの必須要件（現行システム＋α）



弊社は、全社を通じて「Clients First」を重要な価値観としてシステムを開発し、お客様にご提供しています。
救急医療情報システムについても、この価値観を大事にして、各都道府県と目指すべき姿の明確化と共有化を図り、それに合致したシステムを提供しています。
現在、22都道府県（47%）で弊社システムをご利用頂き、最近では国レベルの救急医療の課題を解決するための取り組みにも参画していますが、それぞれの

システムの土台として共通しているのは、「各都道府県の救急業務を丹念に確認し、お客様事情に合ったシステムを提供する」という弊社の想いです。

三重県： オペレータの案内プロセスと連動した情報センター業務

東京都： 人間中心設計に基づく都民向け機能の全面刷新

大阪府： データ分析を前提とした救急搬送データの収集

消防研究センター： AI・ビックデータを用いた救急車最適配置

運用開始時期
主な効果

： 平成26年10月～
： 約450,000件/年間の搬送データを保有し、平成30年度から

そのデータを活用し、救急車の搬送時間と治療後の患者状態
の関連等を分析してたらい回し事案の原因分析などの救急医
療の改善につなげる活動を支援

出典： NHKオンライン 平成30年1月1日

運用開始時期
主な効果

： 平成30年3月～
： 人間中心設計のプロセスに基づき、都民向け機能を

全面リニューアル
リニューアル前後でアクセス件数が 増加

運用開始時期
主な効果

： 平成30年1月～
： 消防研究センター（総務省）と弊社持株会社、および弊社で

病院収容時間短縮を目的とした共同研究を4ヶ年に渡り実
施し新しい仕組みの確立を行う

■お客様の特色を活かしたシステム導入事例

１．システムの必須要件（現行システム＋α）

1.1 救急医療情報システム分野における弊社の取り組み方針と実績
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運用開始時期
主な効果

： 平成29年10月～
： 約70,000件/年間の医療機関案内に対し、紙の問合せ票を

手書きしながら、医療機関を照会、事後に問合せ票をシステム
入力していた運用から、新システムでリアルタイム入力を可能と
する登録機能の刷新、および登録内容から即座に医療機関が
照会できる検索機能の改良を図り、大幅な業務改善を実現

約600時間/年間
※見込み

＜業務改善可能時間＞

20%



弊社は新システムのご提案に備え、情報案内センターを中心とした関係者へのヒアリングを通じて、お客様の救急医療事情を理解し、現行システムが抱える課題、
および新システムに求められる事柄について整理しました。

③ 前回更改時から機能改善がされていない
- 現行システムは拡張性が低いシステム構造であったため、軽微な画面改修でも大幅なコストを

要していた。
- 現行システムのサイト分析は、各機能の月別アクセス件数に留まり、システム改善に至るまでの

分析が不足していた。

② システムの認知度が低く、検索エンジンでのヒット率の改善が必要
- 「医療情報の適切な評価・提供及び公表等の推進に関する研究」によると、北海道救急・広域

災害情報システムをはじめとした都道府県の医療機関検索サイトの認知度は11%であり、
全国的に認知度が低い状況である。

- 現行システムでは、「北海道 救急」で検索すると検索最上位に表示されるが、「札幌市 内科」
のような道民が検索する代表的な検索ワードの場合、表示順が大きく下がり、それらのワードでも
上位表示させる対策が必要である。

① 道民が知りたい情報にすぐに辿り着けない

- 現在のトップページは、どの機能を使用すれば知りたい情報に辿り着けるのか、道民が一目では
判断しにくい画面構成となっている。

- 検索機能は、検索結果に辿り着くために最大3ステップの操作が必要であり、かつ操作に迷う箇所も
多々存在する。

- 弊社による現行システムのアクセスログ分析の結果、トップページまたは各検索条件指定画面での
離脱率がサイト全体の離脱数の約60％を占めており、定量的に見ても大きな改善の余地がある。

新システムに求められる事柄

① 見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる
道民向け機能の抜本的な見直し

③ 拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、
および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

現行システムが抱える課題

② 認知度向上によるシステム利用件数の増加

④ 訪日外国人の増加など外的環境の変化により、案内機能の一部見直しが必要
- 訪日外国人の増加により、ホテル業者から「外国語で対応している医療機関を案内してほしい」など、

相談内容に変化が生じており、それらの電話相談に対応すべく、情報案内センター業務の一部の
機能要件の見直しが必要である。

④ 情報案内センターのご要望への対応

⑤ オンプレミス環境であるため、高コストにも関わらず、拡張性が低い
- オンプレミス環境のため、環境設備費用が高額であり、大きな改善の余地がある。
- リソース増強などはハード自体の見直しが必要となるため、大幅なコストが要するとともに、対応に

時間を要し、拡張性が低い。

⑤ 環境設備の低コスト、高拡張性の実現

１．システムの必須要件（現行システム＋α）

1.2 現行システムが抱える課題、および新システムに求められる事柄
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新システムで求められる事柄の実現に向けて、弊社は5つのコンセプトを中心にご提案内容を練り上げました。
このご提案のコンセプトを実現し、新システムを通じて貴庁、関係機関（情報案内センター・消防機関・医療機関等）、および道民の皆様のお役にたてると

確信しています。

人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

SEO解析ツールの導入と定期的なチューニングによる検索エンジンでのヒット率向上２

認知度向上によるシステム利用件数の増加

Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善３

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

低コスト・高拡張性・耐災害性・高セキュリティ性を兼ね備えたクラウド環境のご提供５

環境設備の低コスト、高拡張性の実現

現行の情報案内センター業務の画面構成の踏襲、および機能強化4

情報案内センターのご要望への対応
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１．システムの必須要件（現行システム＋α）

1.3 ご提案のコンセプト



人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し
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4.1 システムの必須要件 ②④

WebアクセシビリティJIS規格 「JIS X 8341-3：2016」 に対応することはもちろんのこと、より多くのユーザが、より多くの利用環境から、より多くの場面や状況で、Webコンテンツ
を使えるようにする必要があります。
弊社は、独自ノウハウのアクセシビリティガイドライン、UI標準規約等を用い、画面デザインフレームワーク設計、新システム開発を行います。

さらに、自治体、および官公庁で多数の導入実績がある「専門家によるアクセシビリティ診断」にて網羅的にJIS X 8341-3：2016の達成基準を評価し、診断結果を確実に
反映することで、WebアクセシビリティJIS規格 「 JIS X 8341-3：2016 」 に対応した画面デザインを実現します。

WebアクセシビリティJIS規格に係る
弊社独自ノウハウを活用し、「JIS X 
8341-3：2016 」 に対応した新シ
ステムの画面デザインフレームワークを
設計します。

画面デザイン
フレームワーク設計

アクセシビリティ
ガイドライン

UI標準
規約

ユニバーサル
デザイン
パターン

ノウハウ活用

①で設計した画面デザインフレーム
ワークをもとに新システムの画面を開
発します。開発工程では定期的に有
識者による「JIS X 8341-3：
2016 」達成基準評価を行います。

プロトタイプ開発

有識者による
評価・改善

評価 改善

新システム
各画面開発

専門家 アクセシビリティ
検証ツール

②で開発した画面は、Webアクセシビ
リティJIS規格の専門家にて、アクセシ
ビリティ検証ツールを用いて、達成基
準の充足度を網羅的に評価します。

×

問題点
一覧

③の診断結果をもとに、お客様と改善
内容を検討し、システムに反映します。

問題点
一覧

お客様と改善内容を検討し、
システムに反映

① 新システム画面デザイン
フレームワーク設計

② 新システム画面開発
③ 専門家による

アクセシビリティ診断
④ アクセシビリティ診断結果

の反映

WebアクセシビリティJIS規格 「 JIS X 8341-3：2016 」 に対応した画面デザインPoint１

Point１
Point２
Point３
Point４
Point５

弊社独自ノウハウを用いた画面設計、および専門家によるアクセシビリティ診断



人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

4.1 システムの必須要件 ②

ユーザ目線に立った魅力的なUI（User Interface）、および機能ラインナップPoint２

Point１
Point２
Point３
Point４
Point５

道民向け機能を「直感的にわかりやすい」UIに刷新 人間中心設計に基づく機能ラインナップの全面刷新
わかりやすいUI（User Interface）とは、単にデザイン性を向上するだけでなく、対象ユーザの

視点に立って、わかりやすい、使いやすいUIを考え、作ることが重要です。
弊社は、「①人間中心設計専門家によるヒューリスティック診断」、「②実際に被験者にシステ

ムを使ってもらい、その行動や発話から問題点を抽出するユーザテスト」の2つの手法を用い、道
民が直感的にわかりやすいUIへ刷新します。

専門家評価、
および被験者によるユーザテスト 新システム画面イメージ案

①人間中心設計専門者による
「ヒューリスティック診断」

人間中心設計
専門家 ヒューリスティック診断結果

×
②被験者によるユーザテスト

＜新・TOPページ＞

＜新・検索条件指定画面＞ ＜新・検索結果画面＞

さらに、人間中心設計プロセスをベースに、ユーザの潜在ニーズにアプ
ローチし、システムのあるべき姿を定義し、機能ラインナップの全面刷新を
図ります。

画面遷移の最小化

現・検索機能の画面遷移

新・検索機能の画面遷移

科目・日時
を選択

地域
を選択

地区
を選択

検索結果
を表示

検索条件
を指定

検索結果
を表示

検索ステップを

50％削減！

＜新システム＞

検索機能が色々
あり、どこから探せば
良いかわからない

＜現行システム＞

道民 道民

目的ごとに機能が
分かれているので、

どんなときに使えばよいか
一目でわかりやすい

ユーザの真のニーズに合致した機能群
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利用シーンを軸とした機能名、
および機能ラインナップに刷新



6／34

人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

レスポンシブWebデザインによる多様な閲覧端末への対応Point３

Point１
Point２
Point３
Point４
Point５

地図情報は多くのユーザが使い慣れているGoogleマップを採用Point４

4.1 システムの必須要件 ② 4.1 システムの必須要件 ②

利用機種、ディスプレイ解像度に依存しない汎用的なシステム Googleマップを用いた多様な地図機能
道民向け機能は、閲覧端末の画面サイズに応じて自動的に画面を最適化する機

能（レスポンシブWebデザイン）をご提供します。これにより、閲覧端末は、パソコン、
スマートフォン、タブレット端末など多岐に渡るとともに、端末の画面サイズごとに、情報
量、項目・ボタンの配置を自動的にコントロールしますので、端末の種類に依存しな
い高い操作性、視認性を実現します。

様々な画面サイズに１サイトでジャストフィット

多様なデバイスや画面サイズに、単一のシステム・アプリケーションで対応します。個
別にアプリケーションを構築する必要がないことから、管理面およびコスト面で大きな
メリットがあります。

＜ タブレット端末画面 ＞

WebサイトのURLが１つなので県民も分かりやすい

サイトURLは、デバイスごとに変わることなく、１つのURLでアクセスできますので、
利用者が利用端末によって、URLを変更する必要はありません。

＜ パソコン画面 ＞

各デバイスの画面サイズに適した情報量、項目・
ボタンの配置をシステムが自動的にコントロール

検索結果画面などに表示する地図情報は、多くのユーザが使い慣れているGoogle
マップを採用しますので、快適な地図操作を実現するとともに、航空写真やストリート
ビューもご利用可能です。
さらに、新システムでは、Googleマップを用いた検索中心点の指定と、現在地から

のルート検索機能をご提供しますので、北海道に初めて訪れた外国人観光客等、土
地勘がない方でも簡単に医療機関を検索することができます。

航空写真やストリートビューの利用も可能

＜ スマートフォン画面 ＞

＜ 地図画面 ＞ ＜ 航空写真画面 ＞ ＜ ストリートビュー画面 ＞

Googleマップでの検索中心点の指定 現在地からのルート検索

マップ上から
検索中心点
の指定が可能

Googleマップ
のルート検索
の利用が可能



人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し
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4.1 システムの必須要件 ③

Google翻訳による多言語（英語、中国語（繁体）中国語（簡体）、韓国語、ロシア語）対応Point５

Point１
Point２
Point３
Point４
Point５

道民サイト全体を多言語翻訳します
Webサイトの外国語対応は、現行システムのように「外国語専用検索機能を用意する」方法と、「サイト全体を自動翻訳する」方法の2つの手法があります。
「外国語専用検索機能」の場合、データベースに登録されている外国語ワードのみで、検索条件の指定、および検索結果の表示を行っているため、検索条件は、対応している

言語と地区の2項目のみ、表示項目は医療機関名称、住所、診療科目の3項目に留まります。一方で、「サイト全体を自動翻訳する」場合、日本語のサイト全体を翻訳します
ので、日本語ページと変わらぬ検索機能（検索条件、表示項目）をご利用いただけますので、大幅に利便性が向上します。
新システムでは、「サイト全体を自動翻訳する」方法を採用するとともに、対応する言語を現行システムの英語に加え、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国語、ロシア

語まで拡充しますので、近年増加する訪日外国人や在留外国人の方にもわかりやすく、使いやすいシステムを実現します。

ワンクリックでサイト全体を自動翻訳

道民TOPページにある
[Language]で翻訳した
い言語を選択

スマートフォン、タブレットでも多言語翻訳が利用可能

パソコン同様、スマートフォン、タブレットでもワンクリックで
サイト全体を自動翻訳することができます。
もちろん、スマートフォン、タブレットでもパソコン同様、

英語、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国語、
ロシア語の5言語に対応します。

＜ TOPページ（英語ver） ＞ ＜ スマートフォン画面 ＞ ＜ タブレット画面 ＞

検索結果はもちろん、地図情報も多言語表示

＜ 検索結果画面 ＞

サイト全体を自動翻訳しますので、検索条件指定
画面や検索結果画面などの各画面はもちろんのこと、地
図情報も外国語で表示します。

＜ 検索条件指定画面 ＞

道民向けサイト全体を
翻訳

検索結果に表示している
地図情報も外国語で表示
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SEO解析ツールの導入と定期的なチューニングによる検索エンジンでのヒット率向上２

認知度向上によるシステム利用件数の増加

検索ワードのタグ埋め込み、レスポンシブWebデザイン等によるSEO対策Point１

Point１
Point２

SEO解析ツールの解析結果に基づく定期的なチューニング作業Point２

4.1 システムの必須要件 ② 4.1 システムの必須要件 ②

検索エンジンのヒット率向上、および検索順位上昇の対策 最新アルゴリズムに適用したサイト運営への対策

① 各画面への検索ワードのタグ埋め込み

検索エンジンでの新システムの検索ヒット率向上、および検索順位の上昇を図るため、
「① 各画面への検索ワードのタグ埋め込み」、「② レスポンシブWebデザインの採用」、
「③ 正しい文法に従ったプログラム（ソースコード）」の3つの対策を講じます。

② レスポンシブWebデザインの採用

③ 正しい文法に従ったプログラム（ソースコード）

2015年にGoogleの検索ロジックの仕様変更が行われ、レスポンシブWebデザイン
で構築されたサイトが検索上位になる仕組みとなりました。新システムではレスポンシブ
Webデザインを道民向けサイト全体に適用することによって、視認性の改善だけでなく、
検索エンジンでのヒット率向上を図ります。

検索エンジンは、Webサイトの評価をアルゴリズムで判別しますので、プログラム（ソー
スコード）が正しい文法に従い、かつ推奨されている表記となっているかが重要です。ま
た、良質なコンテンツであることも評価基準になっているので、Webサイトに記載されてい
る情報の独自性や、情報量の豊富さも重視されます。これらの評価ポイントに基づき画
面設計を行い、検索エンジンでのヒット率向上を図ります。

検索エンジンでのヒット率向上、検索順位の上昇を図るためには、検索エン
ジンで検索されるワード（検索ワード）が各画面の強調タグ内に記述されて
いる必要があります。新システムでは、道民が検索する検索ワードを分析し、
各画面の強調タグ内に検索ワードを埋め込むことで検索ヒット率、検索順位
の上昇を図ります。

Googleをはじめとした検索エンジンは、入力されたキーワードに対してどのような検索
結果を表示するかを定めた独自のアルゴリズムがあり、それらは定期的に見直しが行わ
れています。
そのため、検索ヒット率を高め、安定的に検索結果の上位に表示される様にするため

には、最新アルゴリズムに適用できるようにシステムを定期的に見直す必要があります。
弊社は、日本初かつ日本唯一の、検索エンジンのアルゴリズム分析に基づく次世

代SEO解析ツール「SEOマスターProfessional」を導入し、SEO解析ツールの解
析結果に基づき、定期的なチューニング作業を施します。それにより、検索ヒット率が
高まり、安定的に検索結果の上位に表示される様にします。

分析
チューニング

サイト公開

01

0203

SEO解析ツールで効果的
なキーワードを分析します。
検索上位サイトとの比較等
を自動的に分析し、SEO
対策に効果的なキーワード
を抽出します。

分析データをもとに、効果
的なキーワードの各画面へ
の埋め込み作業（チューニ
ング作業）を行います。

チューニングした画面を公開し、
その画面が実際にどのような評
価を受けているか、SEO解析
ツールを用いてチェックします。 ※効果的なSEO解析は一定期間の分析データが必要なため、

1回/年の周期で分析、およびチューニングを行います。

日本初日本唯一の概念を持った
SEOチューニングソフトウェア



Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善3

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

4.1 システムの必須要件 ⑤

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用Point１

Point１
Point２

プログラム改修の影響を極小化できる3層構造

新システムは、プログラム改修の影響を極小化できる3層構造のシステムアーキテクチャを採用し、柔軟なシステム改修に対応します。

データベースファサード層 コントローラ層

データベースアクセス

データベースアクセス

データベースアクセス

JSP BLogic

メニュー

ログイン

応需入力・照会

ビジネスロジック層 データアクセス層インターフェース層

アプリケーション構造イメージ

① インターフェース層

＜ HTMLテンプレートイメージ ＞

画面上の固定文言、デザイン画像はHTMLに
テンプレートとして埋め込んでいます。そのため、
固定文言やデザイン画像はプログラムに影響なく
容易に変更可能です。

② ビジネスロジック層

メニュー画面や各種機能は独立化させ、相互に与
える影響を極小化しています。そのため、機能単位
での追加、削除が容易に行えます。

③ データアクセス層

表示項目は機能毎にデータベースで管理しています。
そのため、項目の追加、変更はデータベースの変更で
容易に行えます。

「①インターフェース層」、「②ビジネスロジッ
ク層」、「③データアクセス層
（データベース）」の3層構造でプログラム
改修の影響を極小化するアーキテクチャを
採用します。

機能単位での
追加・削除
（ON/OFF）
が可能

データベース

「院外処方」を「院内処方」
に変更したい。

「オンライン診療」を追加したい。 「オンライン診療」を
新規追加

「院外処方」→「院内
処方」に文言変更

9／34



Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善3

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

4.1 システムの必須要件 ⑤

PDCAサイクルによる継続的なシステム改善Point２

Point１
Point２

効果的かつ継続的なシステム改善を行います
効果的なシステム改善は、具体的な目標(KPI)を定め、「客観=定量」と「主観=定性」の双方の視点からデータ分析し、それらの分析結果に基づいた改善活動を継続的に

行うことが重要です。弊社はPDCAサイクルによる継続的なシステム改善を行います。

DOPLAN

CHECKACTION

計画（Plan）1 2行動（Do）

３評価（Check）４ 改善（Antion）

システム改善計画、および目標(KPI)の設定
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PDCA
サイクル

お客様とともに、システム運用期間中のシステム改善計画を定め、
施策の効果測定を行うための評価指標と評価手法を定めます。

■導線最適化
TOPページ/主要ページ直帰率、進入/退出ページ割合 等

■情報最適化
平均PV/UU数、平均滞在時間、TOPページ/主要ページクリック率 等

■訪問頻度
訪問回数分布、再訪率、平均訪問回数、曜日・時間別接触頻度 等

KPI指標（例）

Google Analyticsを導入し、アクセスデータを蓄積
新システムでは、道民向け機能の全画面に「トラッキングコード」を

埋め込み、利用者のアクセスデータ（訪問状況、流入経路、行動
パターン等）を自動取得し、分析に必要なデータを蓄積します。

利用者
弊社 新システム

Google Analytics

トラッキングコードの
埋め込み

１

サイト訪問、閲覧2

３ アクセスデータの蓄積

Google Analyticsによる定量分析、
およびユーザテストによる定性分析で改善箇所を特定

問題箇所の特定 【定量分析】１ 問題原因の特定 【定性分析】2

Google Analyticsで収集したアクセスデータ
をもとに、利用者の行動を可視化し、問題点
を特定します。

問題箇所に対し、ユーザテストを用い、
被験者の振る舞いやヒアリングから問題
の原因を特定します。

「客観＝定量」と「主観＝定性」の双方の視点からデータ分析し、
システムの改善箇所を特定します。

※効果的なサイト分析には一定量のアクセスデータが必要なため、システム改善後、6ヶ月間をデータ蓄積期間とします。

弊社によるシステム改善提案と、
お客様のご承認に基づくシステム改善の実施
お客様とともに、システム改善内容を検討し、
検討結果に基づいて、システム改修を行います。

システム改善提案・ご承認１ システム改善の実施2

ご承認内容をもとに、システム改善を
行います。

サイト公開システム改修

サイト分析結果に基づき、弊社から
改善内容をお客様にご提案します。

お客様のご承認改善内容のご提案

※改善内容の決定、およびシステム改修は6ヶ月の作業期間を予定しています。



現行の情報案内センター業務の画面構成の踏襲、および機能強化4

情報案内センターのご要望への対応

長年お使いいただいている機能、および操作性を維持Point１

Point１
Point２
Point３

問合せ案内集計業務は、従来のOCR読み込みに加え、直接入力も可能Point２

4.1 システムの必須要件 ⑩⑪ 4.1 システムの必須要件 ⑦

現行の情報案内センター業務の機能、画面構成の踏襲 問合せ案内集計業務の踏襲、および登録機能の機能拡充
情報案内センター業務は長年お使いいただいている機能、および操作性を維持します。 問合せ案内集計業務も情報案内センター業務同様、画面構成を踏襲し、操作性

を維持します。さらに、登録機能の機能拡充として、問合せ案内票のシステム直接入
力の機能を追加でご提供します。
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ご提供する機能一覧

１

2

3

4

５

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

医療機関検索

休日急病センター一覧

一般応需情報検索

当輪番医検索

保有機能検索

医師会別救急告示医療機関一覧

歯科当番医検索

詳細情報検索

繁忙期医療機関検索

当輪番医登録

歯科当番医登録

外来診療時間更新

医療機関基礎情報メンテナンス

その他機関基礎情報メンテナンス

当番医注意事項登録

当番医公開情報登録

繁忙期医療機関登録

機関一覧取得

調査票データ取得、印刷ツール

統計ダウンロード（39帳票）

調査項目マスタメンテナンス

祝日登録

特異日診療体制表

画面構成（フレームワーク）

＜ 医療機関検索 ＞

情報案内センター業務の全ての画面は、現在
のフレームワークを完全踏襲し、長年お使いいた
だいている操作性を維持します。

ご提供する機能一覧

問合せ案内票のシステム直接入力

１

2

3

4

５

6

7

問合せ件数登録（OCR読込み）

問合せ件数登録（年月日指定）

問合せ件数登録（データ登録）

問合せ件数登録（データ削除）

帳票・グラフ出力（19帳票）

データ修正

管理業務

8 問合せ案内票新規登録

従来の業務（7機能）に加え、「問合せ案
内票新規登録」機能を追加でご提供します
ので、OCR読み込みに加え、システム直接入
力も可能とします。

＜ 当輪番医検索 ＞

オペレーター

従来の運用（維持）

問合せ案内票 OCRスキャナ デスクトップPC

オペレーター

システム直接入力（新規）

＋
問合せ
案内票

問診内容を
手書き記入

記入した
問合せ案内票を
OCR読み込み

必要に応じて
読み込みデータを

修正し、登録

デスクトップPC

「問合せ案内票新規登録」機能を用いて、
問診内容をシステムに直接入力

新システムの機能追加部分



現行の情報案内センター業務の画面構成の踏襲、および機能強化4

情報案内センターのご要望への対応

電話案内業務のご利用形態に合わせた最適な機器をご提供Point３

Point１
Point２
Point３
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4.1 システムの必須要件 ⑬

情報案内センター 設置機器一覧
情報案内センターの電話案内業務のご利用形態に合わせた最適な機器をご提供します。新システムで情報案内センターに設置する機器は以下のとおりです。

機種名称 台数 機器イメージ メーカー、機種 備考

回線切替器 1台 貴財団情報案内センター
様用特注品

電話交換機器 1式

通話録音装置 1式

受付用電話機 9台 6地域（十勝、根釧、オ
ホーツク、道央、道南、道
北）着信表示機能付き

1回線用
留守番電話装置

1台

3回線用
留守番電話装置

1台

3回線
専用トーキ
装置

1台

Wifiルーター 1台 停電時にも6時間以上の
通信を可能とするための
無線回線

機種名称 台数 機器イメージ メーカー、機種 備考

問合せ案内用
端末
（デスクトップ）

2台 Windows10 Pro 
32bit／Microsoft 
Office Personal 
2016搭載

問合せ案内用
端末
（OCR接続用
デスクトップ）

2台 Windows10 Pro 
32bit／Office 
Professional 2016
搭載

問合せ案内用
端末
（ノートPC）

5台 Windows10 Pro 
32bit／Microsoft 
Office Personal 
2016搭載

問合せ案内用
端末
（ディスプレイ）

7台

カラープリンタ 1台

モノクロプリンタ 1台

無停電電源装置 各1台 ①停電保持時間5分
②停電保持時間16分

LP-S4250

ESPRIMO D558/TX
（FMVD3901TP）

ESPRIMO D558/TX
（FMVD3901SP）

LIFEBOOK A577/T
（FMVA29023P）

DISPLAY B24-7 LED
（VL-B24W-7A）

LP-S7160Z

①FU-α3-015-
BAT00-ST-1
②FU-α3-030-
BATS1-ST-1

MX-01

VR-755 CX R

HI-36G-TELPFA

ATD-770

AT-D39SⅡ

AT-D39SⅡ

ー特注品

WiMax
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv_XDlYjfAhVIbbwKHVLYCCEQjRx6BAgBEAU&url=http://denwacenter.jp/other/takacom/takacom-%E5%95%86%E5%93%81%E4%B8%80%E8%A6%A7/&psig=AOvVaw386fQZMq7R2ZbrSmiq9u3M&ust=1544081381398063
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環境設備の低コスト、高拡張性の実現

低コスト・高拡張性のクラウドサーバ、および災害リスクに対応したデータセンターPoint１

Point１
Point２
Point３
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4.1 システムの必須要件 ⑥

クラウドサーバ、およびデータセンター設備について
新システムでは、低コスト・高拡張性・耐災害性・高セキュリティ性を兼ね備えたクラウド環境をご提供します。

① クラウドサーバによるコスト削減

③ 耐災害性

② 高拡張性

④ 高セキュリティ性

現行システムでは、オンプレミス環境であったため、システムリソースを増大する場合は、
サーバ機器等の追加購入が必要でしたが、新システムはクラウド環境にて提供しますので、
容易かつ迅速なシステムリソースの拡張が可能です。

・・・ ・・・

割り当て領域 割り当て領域の拡張

システムリソース
の拡張

データセンターは、損害保険料算出機構が地震リスクが最も低い1等地と判定した地域
に設置されており、「地震」「水害」「停電」「火災」などのあらゆる災害リスクに対応していま
すので、有事の際も継続したシステム利用が可能です。

地震への備え 水害への備え

停電への備え 火災への備え

ガス消化設備（ハロンガス）を採用し、万が
一の火災時に効率よくガスを噴き出すことで火
災による損害を最小限に留めます。

データセンター専用電源システムにより、高い
信頼性と安定した電源供給を行っています。

予備発電装置

容易かつ迅速な
拡張が可能

自然災害への備えとして、
自然災害の影響を受けに
くいエリアにデータセンターを
設置しています。

データセンター

データセンター1階全ての窓、エントランスを含
めた通用口（20箇所）に津波を想定した
高水圧に耐えうる水防扉を設置し、２ｍまで
の水位上昇時もビルへの入水を防ぎます。

新システムは、クラウド環境でご提供しますので、現行システムのオンプレミスの環境設備
費用に比べ、大幅なコスト削減を実現します。

現行システム 新システム

コスト削減
クラウド環境により、サーバ購
入費用等が不要となるため、
大幅にコスト削減が可能です。

不正アクセスへの対策やセキュリティ脆弱性への攻撃に対する対策など、多種多様なセ
キュリティ対策を講じることで、セキュリティの強化を図り、システム運用期間を通じて、セキュ
リティリスクを限りなくゼロに近づけます。
不正アクセス対策

外部ネットワークの侵入に対し、SEが24時間365日常時システムを監視すると共に、不正アクセ
スが行われた場合、ファイアウォールが自動検知し、自動的に不正アクセスを排除します。

セキュリティ診断によるセキュリティリスクの低減

攻撃者 FireWall

悪意のある攻撃

防御 新システム 弊社SE

システム監視
（24時間365日）

近年増加するWebアプリケーションの脆弱性に対する対策として、「Webアプリケーション診断
（※1）」とネットワークセキュリティ診断（※2）」を実施し、その診断結果に基づき、必要な対
策を講じることで、システム利用期間を通じて、セキュリティリスクを低減します。

※1 Webアプリケーション診断はシステム導入時に実施します。
※2 ネットワークセキュリティ診断は6回（サービス開始前1回、サービス開始後1回/年)実施します。
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環境設備の低コスト、高拡張性の実現 Point１
Point２
Point３
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EMIS連携はもちろんのこと、EMISリニューアル時の再接続対応も無償で対応Point２

ワンストップ体制と高い耐障害性を有した仮想化技術による24時間365日の安定運用Point３

4.1 システムの必須要件 ⑫ 4.1 システムの必須要件 ⑰⑱

現行システム同様、マスタデータ連携を実現 24時間365日の安定したシステム運用
ワンストップ体制による充実した運用体制を構築するととともに、高い耐障害性を有

した仮想化技術の導入で、24時間365日の安定したシステム運用をご提供します。
EMISとのマスタデータの連携はもちろんのこと、EMISリニューアルに伴う再接続対応

も弊社は無償で対応します。

EMISが定める接続要件に則り、マスタデータ連携を実現

「広域災害救急医療情報システムプロトコル仕様書（2014年度版）」、「広域災
害救急医情報システムWebサービス電文仕様書」に基づき、EMISとのマスタデータ連
携を実現します。
これにより、現行システム同様、本システムのマスタデータ（医療機関基本情報）を

更新すると、自動的にEMIS側にデータ連携されますので、マスタメンテナンスの二重作
業は発生いたしません。

北海道救急医療・
広域災害情報システム

マスタデータの
登録・更新

マスタデータの
自動反映

データ連携

EMISリニューアル時の再接続対応も無償で対応

現在、運用されているEMISは、新システムの契約期間中にリニューアル（システム更
新）が予定されています。
EMISのリニューアルが行われた場合、新システムと新EMISの再接続作業を行う必

要がありますが、弊社は追加費用を頂くことなく、無償で再接続対応を行います。

北海道救急医療・
広域災害情報システム

現・EMIS

新・EMIS

再接続

ワンストップ体制による充実した運用体制

24時間365日で受付・対応を行うヘルプデスクをデータセンター内に設置し、
救急医療情報システムの専門SEがシステム運用を担当します。

高い耐障害性を有した仮想化技術の導入

このため、貴庁や情報案内センターからの問
合せに、迅速に対応できることはもちろんのこ
と、万が一、故障が発生した場合、故障状況
の把握、原因究明、復旧作業、復旧後のシ
ステム動作確認、復旧報告を、ワンストップで
対応できるため、システムを早期に復旧させる
ことが可能です。

万が一、サーバ故障が発生した場合、
「ライブマイグレーション」いう手法を用いて
早期復旧を行います。
本手法はクラウド基盤と仮想化技術を活

用したものであり、故障した物理サーバから、
故障していない物理サーバに、新システムの
稼働環境を移動させることによって、早期復
旧を実現します。
これにより、24時間365日の安定したシス

テム運用が可能となります。

ヘルプデスク システム保守

システム監視 ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ運用

ライブマイグレーション概念図

物理サーバ1号機 物理サーバ2号機 物理サーバ3号機

共通層 共通層 共通層

DB層 DB層 DB層

DNS層 DNS層 DNS層

Web層 Web層 Web層

障害発生

移動

移動

移動

移動



ご提案にあたり、「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.1. システムの必須要件(現行システム＋α)」に対する弊社ご提案の充足度合を
ご説明します。
本ご提案は以下に示すとおり、「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.1. システムの必須要件(現行システム＋α) 」でお示し頂いた仕様

項目をすべて満たすことをお約束します。
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１．システムの必須要件（現行システム＋α）

1.4 「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.1. システムの必須要件(現行システム＋α)」への充足度合

提案依頼書内容 ご提案可否 ご提案内容

4.1 システムの必須要件（現行システム＋α）

① 医療機関・消防機関などが。救急医療情報や災害時医療情報の速やかな伝達及び容易な情報収集を可能
とするシステムを構築する ○ 左記のとおり、対応します。

② 住民などが、より見やすく簡素で利用しやすいシステムを構築する ○ 具体的なご提案内容は、提案書4～6頁のとおりです。

③ 本システムは、多言語に対応するものとし、日本語の他、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、
韓国語、ロシア語に対応すること ○ 具体的なご提案内容は、提案書7頁のとおりです。

④ 本システムは、ウェブアクセシビリティの配慮に関する事項についてJISX8341-3:2016の適合レベルAAに準拠
すること ○ 具体的なご提案内容は、提案書4頁のとおりです。

⑤ 本システムのパソコン、スマートフォンにより操作はブラウザ上で操作可能なWEBアプリケーションとすることを基本
とし、アクセスログの解析を基にPDCAサイクルにより、継続的に改善が行えるものとする ○ 具体的なご提案内容は、提案書9,10頁のとおりです。

⑥ サーバはクラウドサーバを利用し、セキュリティの強化と費用の軽減を図るほか、災害時などにおける事業継続が
可能なシステムとする ○ 具体的なご提案内容は、提案書13頁のとおりです。

⑦ システムを利用した「問合せ案内集計作業（問合せ案内統計システム）」を構築すること ○ 具体的なご提案内容は、提案書11頁のとおりです。

⑧ 通常の操作においてストレスを感じない現行システム以上のレスポンスとする ○ 現行システム同等もしくはそれ以上のレスポンスを実現します。

⑨ 現行の周産期医療情報システムと同機能の構築を行うものとする ○ 現行の周産期医療情報システムと同機能を構築します。

⑩ 現行の情報案内センターの画面構成（フレーム構成）を大きく変更しないこと ○ 具体的なご提案内容は、提案書11頁のとおりです。

⑪ 医療機関調査票の印刷が可能なこと ○ 具体的なご提案内容は、提案書11頁のとおりです。

⑫ 広域災害救急医療情報システム（以下EMISという）と情報連携するため、システム接続にあたっては、EMISが
定める接続要件に則るものとし、連携に必要な業務利用料を含めること ○ 具体的なご提案内容は、提案書14頁のとおりです。

⑬ 情報案内センター機器を設置すること ○ 具体的なご提案内容は、提案書12頁のとおりです。

⑭ 本システムはインターネットを基本ネットワークとする ○ 本システムはインターネットを基本ネットワークとします。

⑮ 以下のOS とブラウザの組み合わせについて、動作確認を行うこと。今後リリースされるバージョンについては「互換
表示」設定を用いることとする

＜パソコン＞平成30年10月1日現在最新バージョン
Windows （ Internet Explore / Microsoft Edge / Google Chrome ）
Mac （ Safari / Google Chrome ）

＜スマートフォン＞ 平成30年10月1日現在最新バージョン
Android （ Google Chrome ） ／ iOS （ Safari ）

○ ご契約時点の最新バージョンに対応します。

⑯ 医療機関データについては、現行システムのデータを移行するものとする ○ 医療機関データは現行システムのデータを移行します。

⑰ 本システムのサービス提供期間は、平成31年10月から平成36年9月とする ○ 具体的なご提案内容は、提案書14頁のとおりです。

⑱ 本システムは、24時間365日運用する ○ 具体的なご提案内容は、提案書14頁のとおりです。

4.1 システムの必須要件 ①～⑱



２．システムの付加要件



２.1 道民向け業務



２.1 道民向け業務

（1） 医療機関検索機能（PC）（1／3）

現状① 北海道を初めて訪れた観光客等、土地勘がない方でも簡単かつ速やかに医療機関を検索できる機能改良が必要

１ 現行システムでは、「札幌駅から近い医療機関を探したい」場合、札幌駅の住所情報を予め把握しておく必要がある等、土地勘がない方にとっては検索に苦労する内容と
なっていました。そのため、新システムでは、土地勘がない方でも簡単かつ速やかに医療機関を検索できるよう、検索方法の改良を行う必要があります。

対策① 地図上のシンボルマークや郵便番号等からの検索
新システムでは、Googleマップを用い、シンボルマークのキーワードや郵便番号等を基

点に簡単に医療機関を検索できる機能を新たにご提供します。
これにより、道民や観光客は、外出先などから最寄の医療機関を探したい場合、住所

を把握せずとも、周辺のシンボルマークや郵便番号等から簡単に医療機関を探せます。
さらに、新システムでは、現在地等から医療機関までのルート検索機能もご提供します

ので、医療機関までのルートに迷うこともありません。

地図上のシンボルマーク等から最寄の医療機関を検索可能Point１

Googleマップを用い、医療機関までのルート検索も可能Point２

4.2 システムの付加要件 ⑤

対策② キーワードによる医療機関検索
新システムでは、医療機関名称をはじめ、住所、診療内容、サービス内容等から目的

の医療機関を探すことができるキーワード検索機能を新たにご提供します。
キーワード検索は複数単語の検索はもちろんのこと、「AND」検索、「OR」検索の条件

指定、および部分一致やひらがな検索などの「あいまい検索」も可能としますので、簡単に
目的の医療機関を探せます。

全ての医療機関情報からキーワード検索が可能Point１

「AND」検索、「OR」検索の条件指定も可能Point２

部分一致、ひらがな検索など「あいまい検索」も実現Point３

4.2 システムの付加要件 ⑧⑬

シンボルマークからの検索

[地図から指定]をクリックすると、Googleマップが
表示され、シンボルマーク等から最寄の医療機関
を検索できます。

Point１

Gooleマップを用いたルート検索

[地図]ボタンをクリックすると、
現在地等からの医療機関まで
のルートをご案内します。

Point２

＜ 新・TOPページ ＞
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医療機関名称をはじめ、住所、治
療内容、サービス内容等のキーワー
ドから目的の医療機関を探せます。

Point１

複数単語の「AND」検索、「OR」検索の
条件指定が可能です。

Point２
キーワードの部分一致やひらがな検索など、
「あいまい検索」も可能です。

Point３



２.1 道民向け業務

（1） 医療機関検索機能（PC）（2／3）

現状② 昼休み（休憩時間）を含んだ検索ができない

１ 現在、道民向け機能では、受診する日時を選択するとき、昼休み（休憩時
間）を含んだ検索ができないため、新システムでは、それに対応する必要があります。

対策① 昼休み（休憩時間）を含む/含まないの設定が可能
新システムでは、従来の受診日時の指定あり/なしの条件指定に加え、新たに「昼休み

（休憩時間）を含む/含まない」の設定を可能とします。
さらに、昼休み中の医療機関については、検索結果画面上に「休憩中」アイコンを表示

しますので、どの医療機関が休憩中なのか道民が一目でわかるような工夫も施します。

昼休み（休憩時間）の条件指定が可能Point１

昼休み中の医療機関には、「休憩中」アイコンを表示Point２

4.2 システムの付加要件 ⑫

対策① よく検索される項目を道民が見つけやすい場所に設置
新システムでは、「今診てもらえる医療機関をさがす」機能の検索条件に禁煙外来等、

道民がよく検索する項目を新たに設置しますので、道民は、特殊・専門外来等に対応し
ている医療機関を簡単かつ速やかに探せます。

検索ステップを3ステップから1ステップに大幅削減Point１

現状① 「禁煙外来」等、特殊・専門外来の検索がしにくい

１ 「禁煙外来に対応している医療機関を紹介してほしい」等、特殊・専門外来に
関する道民からの問合せが多々あるものの、現行システムの検索機能は、当該項
目をもとに検索する操作が分かりにくく、検索方法の改良が必要です。

4.2 システムの付加要件 ⑨

現行システム（例：禁煙外来に対応している医療機関をさがす場合）

いろいろな条件
で探す

新システム

特殊診療機能 地区選択 検索結果

検索条件
指定

検索結果

「禁煙外来」をはじめ、「院内処方」「予防接種」等、
道民がよく検索する条件欄を新たに設置

Point２

検索ステップの大幅な削減

検索ステップを

50％削減！

道民がよく検索する条件を新たに設置

場所、日時、診療科目に加え、「禁煙
外来」「院内処方」等、道民がよく検
索する項目を条件指定して、医療機
関を探せます。

Point２

検索ステップを3ステップから1ステップに削
減し、道民の利便性を向上します。

Point１

検索条件指定画面について

検索結果画面について

現在、休憩中

昼休み中の医療機関は、検索結果画
面上に「 」アイコンを
表示します。

Point２

現在、休憩中
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「昼休み（休憩時間）の時間帯も
含めてさがす」をチェックすると、昼休
みも含む時間帯で医療機関を検索
します。

Point１



２.1 道民向け業務

（1） 医療機関検索機能（PC）（3／3）

現状① 検索前に検索結果が0件かどうか分からない
１ 現行システムでは、検索条件に合致する医療機関が存在しない場合、検索

結果画面を表示するまで、それを把握することができませんでした。

対策① 未登録のマスタ項目は検索項目に表示させない
新システムでは、医療機関基礎情報メンテナンス機能に登録されている全てのマスタ

項目の登録状況を確認し、1件も登録データがないマスタ項目は、検索項目に表示し
ない対策を講じます。

全てのマスタ項目の登録状況を調査Point１

1件も登録データがないマスタ項目は検索条件から非表示Point２

対策② 検索条件の引き継ぎが可能
新システムでは、検索条件を検索結果画面に引継ぎ、検索結果画面上から検索

条件を変更し、再検索できる機能を新たにご提供します。
検索条件は全て引き継がれますので、一から検索条件を再設定することなく、簡単

かつ速やかに再検索を行うことが可能となります。

検索条件を引継ぎ、検索ステップを大幅削減Point１

検索結果画面上から再検索が可能Point２

現状② 再検索の手順が煩雑

１ 「科目を追加して再検索したい」、「対象エリアを拡大して再検索したい」等、
一部の検索条件を変更し、再検索したい場合でも、現在は全ての検索条件を
再設定しなければならず、新システムでは、操作性、利便性の向上が必要です。

4.2 システムの付加要件 ⑮⑯ 4.2 システムの付加要件 ⑮⑯
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現行システム（再検索を行う場合）

新システム（再検索を行う場合）

検索条件
再指定①

検索条件
再指定②

地域
再選択

地区
再選択

検索結果検索結果

検索結果
検索条件

変更
検索結果

再検索のステップを

75％削減！

再検索時、検索条件は「クリア」されてしまう

検索条件が引き継がれる

再検索の操作は最大4ステップ必要

マスタ項目の登録状況の調査

弊社
一般項目

マスタ
交通手段

マスタ
診療科目・
時間マスタ

保有医療機器
マスタ

特殊診療機能
マスタ

・・・

医療機関基礎情メンテナンス データベース

各マスタの
登録状況を調査

1件も登録データがない
マスタ項目を抽出

・・・
B

マスタ項目
Y

マスタ項目

医療機関基礎情報メンテナンスに登
録されている全てのマスタ項目の登
録状況を確認し、1件も登録データ
がないマスタ項目を抽出します。

Point１

道民向け検索機能の検索条件

現行システム

■●●領域

□項目A □項目Ｂ □項目Ｃ
・・・・ □項目Ｙ □項目Ｚ

＜ 現・検索条件指定画面＞

新システム

■●●領域

□項目A □項目Ｂ □項目Ｃ
・・・・ □項目Ｙ □項目Ｚ

＜ 新・検索条件指定画面＞

M
マスタ項目

1件も登録データがない
マスタ項目は検索条件
から非表示し、検索結
果が0件となるような選
択肢を表示しません。

Point２

画面操作の大幅な削減

＜ 検索結果画面＞

検索結果画面での再検索

検索結果画面から直接、再検
索することが可能です。

Point２

検索条件を引継ぎ、検索ステッ
プを大幅に削減します。

Point１

分



２.1 道民向け業務

（2） 医療機関検索機能（スマートフォン）（1／2）

現状① 1タップでの電話発信機能の踏襲

１ 現行システム同様、新システムでもスマートフォンの検索結果画面
から1タップで医療機関に電話発信できる必要があります。

対策① 検索結果画面から1タップで電話発信

現行システム同様、新システムのスマートフォンの検索結果画面から
1タップで医療機関に電話発信できる機能をご提供します。
これにより、道民は検索後、すぐに医療機関に電話をかけられます。

電話番号をタップするだけで発信可能Point１

対策② レスポンシブWebデザインでパソコンと同一の検索項目をご提供
新システムでは、閲覧端末の画面サイズに応じて自動で最適化し表示する機能（レスポンシブWebデ

ザイン）でスマートフォンの検索機能をご提供します。
これにより、スマートフォンでもパソコンの検索機能と同一の検索項目（情報提供項目）をご提供する

ことが可能となり、道民や観光客は、外出先等からスマートフォンを用いて、目的にあった医療機関を簡単
に探せます。

現状② スマートフォン専用機能であるため、検索項目が限定的
１ 現行システムでは、スマートフォン専用の検索機能をご提供していたため、パソコン機能よりも検索

項目（情報提供項目）が限定的であり、新システムでは、スマートフォンでもパソコンと変わらぬ検
索項目（情報提供項目）に拡充する必要があります。

4.2 システムの付加要件 ① 4.2 システムの付加要件 ②

検索結果画面に表示されている電
話番号をタップするだけで、医療機関
に電話をかけることが可能です。

Point１

＜ 検索条件指定画面（スマートフォン） ＞
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＜ 検索結果画面（スマートフォン） ＞

全てのスマートフォン画面でパソコンと同一の検索項目を表示Point１

検索条件指定画面、検索結
果画面をはじめとした全てのス
マートフォン画面でパソコン機能
と同一の情報提供項目（検索
項目）を表示します。

Point１



２.1 道民向け業務

（2） 医療機関検索機能（スマートフォン）（2／2） （3）医療機関検索機能（携帯電話）

20／34

現状 GPS機能を用いた検索機能の改良が必要

１ 現行システムでも、閲覧端末のGPS機能を用いた検索機能はあるものの、それがどこから検索
できるのか、道民が認識しにくい構成となっていました。そのため、新システムでは、道民が簡単に
GPS機能を用いた医療機関の検索が行えるよう、機能改良を図る必要があります。

対策 「今診てもらえる医療機関をさがす」機能内にGPS機能を配備
新システムでは、「今診てもらえる医療機関をさがす」機能内に、閲覧端末のGPS機能による医療機

関検索機能を新たにご提供します。
これにより、道民や観光客は、外出先などから最寄の医療機関を探したい場合、住所を把握してい

なくても、GPS情報を取得するだけで簡単に医療機関を探せます。
さらに、新システムでは、スマートフォンでもパソコン同様、現在地等から医療機関までのルート検索機

能をご提供しますので、医療機関までのルートに迷うこともありません。

4.2 システムの付加要件 ⑥

現状 携帯電話の利用件数は年々減少

１ 携帯電話向け機能は、携帯電話自体の利用者数減少に比例し、
本機能の利用件数も減少傾向です。平成22年の件数と比べると、
約1/20まで減少しており、当該機能の抜本的な見直しが必要です。

対策 表示内容を情報案内センターの案内に特化

携帯電話向け機能は、現行システムの医療機関検索機能等を廃
止し、情報案内センターの電話番号をTOP画面に表示します。
TOP画面上に掲載する情報案内センターの「電話番号」には、電話

発信用のリンクを設定しますので、電話番号をクリック（選択）するだ
けで直接、情報案内センターに電話発信できます。

情報案内センターの電話番号をTOP画面に表示Point１

電話番号をクリックするだけで電話発信が可能Point２

4.2 システムの付加要件 ③

1タップでGPS情報を取得し、最寄の医療機関を検索可能Point１

スマートフォンでも、Googleマップを用い、ルート検索が可能Point２

GPSを用いた検索機能

GPS情報の取得は、[現在の
場所から指定]ボタンをタップだ
けです。簡単に最寄の医療機
関を検索することができます。

Point１

Gooleマップを用いたルート検索

スマートフォンでも、パソコン同
様、[地図]ボタンをクリックする
と、現在地等からの医療機関
までのルートをご案内します。

Point２

＜ 携帯電話TOP画面 ＞

携帯電話TOP画面の全面
に情報案内センターの電話
番号を表示します。

Point１

電話番号をクリックするだけ
で電話発信が可能です。

Point２



２.1 道民向け業務

（4） 当番医検索

21／34

現状① 当番医検索は医療機関の所在地以外の市町村では表示されない

１ 当番医は医師会単位で登録されるため、当番医が複数の市町村を跨って担当していることがあ
ります。そのため、それぞれの市町村で検索した際に、同じ当番医を表示する必要があります。しか
し、現行の道民向けの当番医検索では、当番医の所在地地区でしか検索できませんでした。

対策① 医師会と市町村の情報を新たに紐づけ
新システムでは、「医師会」と「地区（市町村）」を紐づけることで、道民がどの市町村で検索しても正し

く当番医を検索することが可能となります。また、医療機関が複数の医師会の当番医として登録された場
合においても、それぞれの市町村で検索できるようにします。これにより、道民向けの当番医検索において、
地域ルールに応じた当番医の表示が可能となります。

医師会と地区を紐づけることで、所在地以外の市町村でも検索可能Point１

4.2 システムの付加要件 ⑪

現行システム（当番医検索）

新システム（当番医検索）

（例）恵み野病院様（所在地：恵庭市）の場合、恵庭市（恵庭市医師会）の他、千歳市（千歳市医師
会）の当番医にもなります。そのため、当番医検索において、恵庭市の他、千歳市でも検索結果として表示さ
れる必要があります。

所在地

所在医師会

その他医師会

恵庭市

恵庭市医師会

千歳医師会

恵み野病院の情報

検索条件が恵庭市の場合
検索結果に表示可能

現状② 当番医の公開時間帯に応じた検索が可能

１ 現行システムでは、医師会、医療機関毎に道民向けに公開す
る当番医の時間帯登録が可能です。登録された時間帯に応じて、
当番医を検索結果に表示します。

対策② 新システムでも公開時間帯の設定が可能
新システムでも、現行システム同様、医師会、医療機関毎に当番医

の公開時間帯を管理することを可能とし、登録された時間帯に応じて
当番医を検索結果に表示します。

当番医は公開時間帯に応じて検索結果に表示Point１

4.2 システムの付加要件 ⑪

医師会と地区を紐づけること
で、所在地以外の地区でも
検索可能です。

Point１

所在地情報

恵庭市

所在地

所在医師会

その他医師会

恵庭市

恵庭市医師会

千歳医師会

所在地情報

恵庭市

恵み野病院の情報

医師会地区情報

恵庭市

千歳市

検索条件が恵庭市の場合
検索結果に表示可能

検索条件が千歳市でも
検索結果に表示可能

道民向けに当番医に関する注意点を表示Point２

当番医は公開時間帯に応じて検索
結果に表示されます。
（画面例の場合）0時～7時までは
道民に公開せず、8時以降に検索し
た場合に検索結果に表示されます。

Point１

当番医に関して道民に注意事項を伝
達したい場合は、「道民向けご注意」と
して新システムに登録することが可能で、
当番医検索の検索結果画面に表示さ
れます。

Point２

＜ 当番医登録画面 ＞



２.1 道民向け業務

（5） SEO対策、および外国人利用者へのシステム周知
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現状① 道民が検索する代表的なワードで上位表示されない

１ 現行システムでは、「北海道 救急」で検索すると検索最上位に表示されますが、
「札幌市 内科」のような道民が検索する代表的な検索ワードの場合、表示順
が大きく下がり、それらのワードでも上位表示させる対策が必要です。

対策① 最新アルゴリズムの分析、定期的なチューニング作業

4.2 システムの付加要件 ④

Googleをはじめとした検索エンジンは、入力されたキーワードに対してどのような検索結
果を表示するかを定めた独自のアルゴリズムがあり、それらは定期的に見直しが行われて
います。
そのため、検索ヒット率を高め、安定的に検索結果の上位に表示される様にするために

は、最新アルゴリズムに適用できるようにシステムを定期的に見直す必要があります。
弊社は、日本初かつ日本唯一の、検索エンジンのアルゴリズム分析に基づく次世代

SEO解析ツール「SEOマスターProfessional」を導入し、SEO解析ツールの解析結
果に基づき、定期的なチューニング作業を施します。それにより、検索ヒット率が高まり、
安定的に検索結果の上位に表示される様にします。

分析
チューニング

サイト公開

01

0203

SEO解析ツールで効果的
なキーワードを分析します。
検索上位サイトの比較等
を自動的に分析し、SEO
対策に効果的なキーワー
ドを抽出します。

分析データをもとに、効果的
なキーワードの各画面への
埋め込み作業（チューニン
グ作業）を行います。

チューニングした画面を公開し、
その画面が実際にどのような評
価を受けているか、SEO解析
ツールを用いてチェックします。

※効果的なSEO解析は一定期間の分析データが必要なため、
1回/年の周期で分析、およびチューニングを行います。

日本初日本唯一の概念を持った
SEOチューニングソフトウェア

現状② 増加する外国人観光客へのシステム周知が必要
１ 北海道の外国人観光客数は、平成29年には280万人にのぼり、年々増加しています。

しかし、現状、外国人観光客は「必要な情報が得られなかった」という理由から、病気に
なっても道内の医療機関に受診していないことが調査結果から判明しました。
そのため、新システムでは、外国人観光客へのシステム周知が必要不可欠です。

対策② 弊社で外国人観光客向けのポスターデザインを作成

4.2 システムの付加要件 ④

SEO対策にて、「sapporo Internal Medicine」、「sapporo hospital Chinese」
をはじめとした、外国人観光客が検索する代表的な検索ワードのヒット率向上を図ること
はもちろんのこと、外国人観光客のシステム利用を促すことを目的に、外国人観光客向
けポスターデザインを弊社が作成しご提供します。
外国人観光客向けのポスターを空港や観光案内所、ホテル等に掲示いただくことによっ

て、外国人観光客が急な病気やケガに見舞われた際の、新システムのご利用機会の増
加が期待できます。
また、作成するポスターは、英語をはじめ、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国

語、ロシア語の5言語に対応しますので、幅広い外国人観光客に対し、新システムの周
知を行うことが可能です。

弊社

外国人観光客向けの
ポスターデータの作成

（JPG等の画像データ）

※弊社から外国人観光客向けのポスターデータをJPG等の画像データでご提供します。
※ポスターの印刷、および配布はお客様にて実施頂く前提です。

作成
画像データ
をご提供

お客様

空港

観光案内所

ホテル

ショップ

印
刷
・
掲
示

英語、中国語（繁体）、
中国語（簡体）、韓国語、
ロシア語の5言語に対応した
ポスターを作成します。
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２.2 関係者向け業務

（1） 当輪番医登録、当輪番医検索

23／34

現状① 地域ルールに応じた当輪番医登録機能の踏襲

１ 現在の当輪番医登録機能は、1つの医療機関が所属する医師会に加え、
他当番地域の当番医としても登録可能であり、それは現行システムの特徴で
あり、新システムでも仕様の踏襲が望まれています。

対策① 新システムでも地域ルールに応じた当輪番医登録を提供
新システムでも現行システム同様、所属医師会に加え、他の当番地域（医師会）の

当番医としても登録できる機能をご提供します。
これにより、これまで同様、地域ルールに応じた当輪番医の登録が可能であるとともに、

当輪番医検索においても、地域ルールに応じた表示が可能となります。

複数医師会の当輪番医として登録が可能Point１

同一の当番医でも検索対象の医師会に応じて表示Point２

対策②-1 一括選択機能で操作性を改善
当輪番医登録機能で診療科目を登録する際、現行システムでは「内科系」ボタンと

「外科系」ボタンで、内科系科目と外科系科目の一括選択・解除が可能でしたが、新
システムではそれに加えて、全ての診療科目を一括で選択・解除可能な「ALL」ボタン
を新たにご用意します。

「ALL」ボタンにより診療科目の一括選択・解除が可能Point１

現状② 操作性・視認性の改善が必要
１ 当輪番医登録機能、および当輪番医検索機能について、関係者から操作性・

視認性の改善が求められています。

4.2 システムの付加要件 ⑪ 4.2 システムの付加要件 ⑳

対策②-2 文字色変更で視認性改善
現行システムの当輪番医検索機能は、産科や精神科が頻繁に検索される診療科目

にも関わらず、当該科目の文字色が薄く、識別しにくいものとなっていました。
新システムでは、それらの科目を中心に文字色を変更し、視認性を改善します。

4.2 システムの付加要件 ⑰

現行システム 新システム

医師会の登録

医師会別の当輪番医検索

複数医師会の当輪番医として登録が
可能です。
（例：恵み野病院の場合、恵庭市医
師会に加え、千歳市医師会の当輪番医
としても登録可能）

Point１

同一の当番医でも検索対象の医
師会に応じて表示します。

Point２

「ALL」ボタンにより診療科目の
一括選択・解除が可能です。

Point１

文
字
色
変
更
で

視
認
性
を
改
善
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現状 医療機関の入力負担の軽減が必要不可欠

１ 医療機関は限られた体制で対応しているため、応需情報を入力する時間がない、
入力できる人がいない等、医療機関ごとに様々な課題があり、医療機関の入力
負担軽減が求められています。

対策 入力補助機能として「コピー機能」を新たに追加 〜 パターン化される応需情報はコピーするだけで入力完了 〜
多くの医療機関では時間帯や曜日で応需情報（診療体制）が決まっています。平日午前、平日午後など、パターン化される応需情報は、入力時の作業負担を軽減するため

事前にパターン登録が可能です。日々の入力は、コピーしたい応需情報を反映するだけで入力が完了しますので、医療機関の入力作業を大幅に軽減します。

パターン登録は、曜日・時間帯ごと、医師ごと等、医療機関の運用に合わせた登録が可能Point１

パターン登録の登録制限はなく、無制限に登録が可能Point２

パターン化される応需情報を予めパターン登録しておけば、日々の入力はパターンを選択し、反映ボタンを押すだけPoint３

4.2 システムの付加要件 ㉓

２.2 関係者向け業務

（2） 応需情報登録

パターン化される
応需情報を
事前に登録します。

パターン情報

応需可否
医師情報
特記事項

医療機関

月曜の
応需情報

祝日の
応需情報

Step１ 事前作業

＜ 新・応需情報登録画面 ＞

パターン登録の登録制限はなく、
無制限に登録が可能です。

Point２

パターン登録は、曜日・時間帯ごと、医師ごと等、
医療機関の運用に合わせた登録が可能です。

Point１

Step２ 日々の応需情報入力

＜ 新・応需情報登録画面 ＞

パターン化される応需情報を予めパターン登録しておけば、
日々の入力はパターンを選択し、反映ボタンを押すだけで
入力完了です。

Point３

選択したパターン情報に従い、
応需情報を自動反映

２ 曜日、時間帯で診療体制が決まっている場合、応需情報はその体制に基づいて
決定するため、応需情報はパターン化されることが多くあります。それにも関わらず、
情報更新は日々求められるので、医療機関の入力負担になっています。

…
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２.3 管理者向け業務

（1） 掲示板機能（お知らせ登録） （２） メーリングリスト登録、送信機能

25／34

現状 利用者ごとにお知らせ情報を発信できない

１ 現行の掲示板機能（お知らせ機能）は、「道民」、「関係者」、「携帯」の3つの
表示区分のみとなっており、利用者ごとに適した情報発信を行うためには、表示区
分の細分化が必要です。

対策 掲示板機能（お知らせ登録）の表示区分を細分化
新システムでは、掲示板機能（お知らせ登録）の表示区分を細分化しますので、

利用者ごとに、適したお知らせを表示、発信することが可能です。
また、添付ファイルは1つのお知らせ情報に対し、最大3つまで登録することができます。

現在の「3つ」から「8つ」に表示区分を拡大Point１

お知らせ情報の表示有効期限の設定が可能Point２

1つのお知らせ情報に対し、最大3つまでファイル添付が可能Point３

対策② メーリングリスト登録機能の新規構築
新システムでは、新たに「メーリングリスト登録機能」を構築します。

「メーリングリスト登録機能」では、予め用意したメーリングリスト群に対し、メーリングリス
トごとに、所属する機関を任意に編集（登録・削除）することが可能です。
これにより、救急告示病院や郡市医師会など、任意の区分に分けてメーリングリストを

作成し、区分ごとに一斉にメール送信することが可能となります。

メーリングリストは自由に編集（登録・削除）が可能Point１

現状 関係者の区分に別けて、メール送信することができない

１ 現行システムでは、「メールアドレス一覧」機能はありますが、その機能は地域ごと
に所属する医療機関のアドレスを一覧管理しているのみで、救急告示病院や医
師会など、区分に分けてメール送信することができません。

4.2 システムの付加要件 ㉔ 4.2 システムの付加要件 ㉕

現行システム

新システム

現在の表示・非表示に設定は、 「道民」、「関係者」、「携帯」の3区分のみとなっています。

表示区分を細分化

新システムでは、表示区分を8つ（道民、医療機関、消防機関、医師会、保健所、情報
案内センター、その他、携帯）に拡大し、利用者ごとに適したお知らせ情報を表示、発信
することが可能です。

現在の「3つ」から「8つ」に表示区分を
拡大します。

Point１

1つのお知らせ情報に対し、最大3つ
までファイル添付が可能です。

Point３

お知らせ情報の表示有効
期限の設定が可能です。

Point２

① メーリングリストの編集（登録・削除）

② メーリングリストを用いて一斉メール送信

Outlook等
のメーラー

リスト

メーリング

リスト

メーリング

…

救急告示病院ML

郡市医師会ML

メーリングリスト
登録

（新規機能）

作成

作成

A病院

B病院

C病院

作成したメーリングリストを用いて一斉メール送信が可能Point２

作成したメーリングリストを用いて
一斉メール送信が可能です。

Point２

… …

A病院

B病院

C病院

D病院

E病院

選択 メーリングリスト名

救急告示病院メーリングリスト

郡市医師会メーリングリスト

消防機関メーリングリスト

保健所メーリングリスト
削除

追加

修正
メーリングリストは
自由に編集
（登録・削除）
が可能です。

Point１
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２.4 情報案内センター向け業務

（1） 医療機関検索（1／3）

26／34

ポイント

現状① 診療科目の「あいまい検索」欄は１つだけ

１ 現行システムでは、診療科目のあいまい検索が可能なフリーワード欄を1つしか
設けておらず、新システムでは、複数の診療科目でのあいまい検索に対応する
必要があります。

対策① 「あいまい検索」のフリーワード欄を増設
新システムでは、診療科目のフリーワード欄を現在の1つから、2つに増設します。

これにより、症状によって、複数の診療科目をご紹介する場合等、道民からの相談内
容に応じた、柔軟な検索が可能となります。
さらに新機能として、名称や特記事項等を検索対象としたキーワード機能も新たに

ご提供します。

診療科目のフリーワード欄を「2つ」に増加Point１

「AND」検索・「OR」検索の条件設定も可能Point２

名称や特記事項等を検索対象としたキーワード機能を
新たにご提供

Point３

対策② 繁忙期の医療機関検索機能を通常の検索機能に統合
オペレーターが日頃、お使いいただいている医療機関検索機能で、繁忙期の医療機

関検索も行えるよう、新システムでは両機能の統合を図ります。
なお、繁忙期（年末年始/お盆等）の休診情報の登録は、これまで同様、繁忙期

医療機関登録機能から登録可能ですので、新たな作業が増えることはありません。

通常の医療機関検索機能で繁忙期の医療機関検索も実現Point１

繁忙期の休診情報登録は、これまでと同様の操作で登録可能Point２

現状② 繁忙期の医療機関検索機能の改良が必要

１ 現在、繁忙期の医療機関検索機能は、通常の検索機能とは別機能で構築され
ているため、利便性が悪く、繁忙期における休診情報はExcel等で集約したり、情
案メモへの登録で暫定的に対応しています。

4.2 システムの付加要件 ⑧⑬ 4.2 システムの付加要件 ⑩

※フリーキーワードの検索対象は、所在地、機関名称、診療科目、診療時間特記事項、情案用メモとします。

診療科目のフリーワード欄を2つに増やしま
すので、複数の診療科目での検索が可能
となります。

Point１

＜ 新・医療機関検索 ＞
複数の診療科目の「AND」検索、
「OR」検索の条件設定も可能です。

Point２

新たに、名称や特記事項等を検索対象と
したキーワード機能をご提供します。

Point３

繁忙期の検索機能と通常時の検索機能を統合

これまでと同様の操作で繁忙期の休診情報の登録が可能

現行システム

医療機関
検索

繁忙期
検索

繁忙期
登録

医療機関情報

繁忙期休診情報

新システム

医療機関
検索

繁忙期
検索 繁忙期

登録

医療機関情報

繁忙期休診情報

検索機能は統合しますが、
繁忙期の休診情報の登録は
これまでと同様の操作で可能
ですので、新たな作業が発生
することはありません。

Point２

オペレーターが日頃、お使いい
ただいている医療機関検索機
能で繁忙期の医療機関検索
も可能となります。

Point１
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（1） 医療機関検索（2／3）
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現状① 診療体制に応じた検索の機能改善が必要

１ 現行システムでも医療機関の診療体制に応じた検索は可能ですが、医療機関
によってルールが異なるため、案内時には慎重な対応が必要となっています。
そのため新システムでは、利便性向上を目的に機能改善が求められています。

対策① 診療体制に応じた様々な検索機能のご提供
新システムでは、「診療時間の特記事項や情報案内メモでのあいまい検索」、「繁

忙期診療時間での検索」、「一時的な診療時間での検索」、「特殊な診療体制での
検索」など、診療体制に応じた様々な検索機能をご提供します。

貴財団からのご要望をもとに機能改善しますPoint１

対策② GoogleMapの活用による豊富な検索機能のご提供

新システムでは、土地勘がない道民へ案内する場合でも、施設名称等のキーワード
から場所を探索でき、そこを基点に医療機関の検索が可能です。また、その基点から
医療機関までのルート検索機能もご提供します。
現状は、「別々の方向にある医療機関を案内する際に、どちらが近いかわからない」

ことや「目印が無い場合に、行き方を案内することが困難」という課題がありましたが、
新システムではこれらの課題を解決します。

駅やホテル等の施設を基点に最寄りの医療機関を検索可能Point１

Googleマップを用い、医療機関までのルート検索も可能Point２

現状② 施設検索やルート検索ができないため不便

１ 現行システムでは、土地勘がない観光客等に医療機関を案内する場合、適切
な検索機能（施設検索・ルート検索）を備えていませんでした。道民からホテル
名等の施設情報しか確認できない場合、インターネットで住所確認が必要でした。

4.2 システムの付加要件 ⑭ 4.2 システムの付加要件 ㉒

新たに、診療科目、診療時間特記事項、
情案用メモなどを検索対象にしたフリーキー
ワード検索機能をご提供します。

一時的な外来時間の変更に対応した
検索機能をご提供します。

情報案内専用メモ欄を3つに増設し、複数
の情報案内専用メモを検索条件に指定し、
医療機関を検索することが可能となります。

繁忙期検索機能を通常検索機能に統合し
ますので、普段、使い慣れている検索機能で、
繁忙期診療時間での検索が可能となります。

通常時の検索 繁忙期の検索

一時的な変更に対応した検索 特殊な診療体制に応じた検索

シンボルマークからの検索

Googleマップ上で、駅やホテル等の施設
を基点に最寄の医療機関を検索すること
ができます。

Point１

Gooleマップを用いたルート検索医療機関までのルートの検索

医療機関までのルート検索が可能です。
距離や目安時間も表示されるため、的
確な案内を実現できます。

Point２
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（1） 医療機関検索（3／3）
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現状 外国語対応している医療機関の案内相談が従来と比べて増加傾向にある

１ 海外留学のために英語版の健康診断書の取得する場合の様に、最近は「外国語指定」項目で検索し、医療機関を案内する機会が増えていると伺っています。
現行システムでは、通常利用する医療機関検索機能で「外国語指定」項目による検索ができず不便でした。そのため、新システムでは、円滑な医療機関案内の実現に向

けて、検索項目の見直しが必要です。

対策① 「外国語指定」の検索項目を医療機関検索機能に移動

新システムでは、 「外国語指定」の検索項目は、通常利用する医療機関検索機能
に備えます。
利用頻度や操作性等を考慮の上、「外国語指定」 の検索項目は「検診システム」の

上に配置することを予定しております。

医療機関検索機能で「外国語指定」の検索が可能Point１

対策② 詳細情報検索機能の検索項目見直し

道民の方からの病床に関する問合せにも対応できる様に、新システムでは詳細情報検
索に「入院」に関する検索項目を追加し、病床区分（一般病床・療養病床・精神病
床・感染症病床・結核病床）で検索できるようにします。
また、医療機関基礎情報メンテナンスのマスタ項目の見直しに併せて、貴財団と相談

の上、詳細情報検索の検索項目についても、見直しを実施します。

詳細情報検索に「入院」に関する検索項目を追加Point１

4.2 システムの付加要件 ㉑

ポイント通常利用する医療機関検索
機能で「外国語指定」の検索
が可能となります。

Point１

＜ 医療機関検索画面 ＞

＜ 詳細情報検索画面 ＞

医療機関基礎情報メンテナンスのマスタ
項目の見直しに併せて、貴財団と相談
の上、詳細情報検索の検索項目につい
ても見直しを実施します。
「院内処方」等はマスタ項目に追加予定
のため、詳細情報検索の項目にも追加
します。

Point２

マスタ項目の見直しに併せて、検索項目も見直しを実施Point２

「入院」に関する検索項目を追加しま
す。新システムでは、詳細情報検索で
病床区分による検索も可能です。

Point１

＜ 詳細情報検索画面 ＞
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（2） 外来診療時間更新
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現状 外来診療時間更新の機能改善が必要

１ 医療機関の外来診療時間を一時的に変更したい場合、現行システムでは、複数日の外来診療時間を一括更新することができず、１日ずつ登録しなければなりません。
また、翌月以降の外来診療時間を続けて更新する場合、更新が完了すると、当月のカレンダー画面（初期表示画面）に戻ってしまい、都度、翌月以降のカレンダー画面に

切り替えなければならず、操作に手間がかかっています。そのため、新システムでは、それらの機能改善を行う必要があります。

4.2 システムの付加要件 ⑱⑲

対策① 複数日の外来診療時間の一括更新が可能

新システムでは、一時的に外来診療時間を変更したい場合、複数日を一括更新
できる機能を新たにご提供しますので、医療機関、および情報案内センターの更新
作業を大幅に軽減します。

対策② 翌月以降の更新を行う際の画面遷移の改善
新システムでは、カレンダーの設定情報を次画面に引き継ぐことで、カレンダーの再設

定の操作を不要とします。これにより、画面操作が削減され、翌月以降の複数日の外
来診療時間の更新もスムーズに行うことが可能です。

カレンダーの設定情報を引継ぎ、スムーズな更新が可能Point１

4.2 システムの付加要件 ⑱⑲

操作は対象日をチェックし、一括登録ボタンをクリックするだけPoint１

＜ 外来診療時間更新 ＞

新システムでは、新たに日付ごとのチェッ
クボックスを追加しますので、一括更新し
たい日付をチェックし、[複数日を選択し
て一括登録]ボタンをクリックするだけで、
一括更新が可能です。

Point１

カレンダー画面
（当月）

カレンダー画面
（翌月）

外来診療時間
更新画面

カレンダー画面

（当月）
外来診療時間

更新画面
カレンダー画面

（翌月）

現行システム

…

翌月以降の複数日の外来診療時間を更新する場合、更新が完了する度、当月のカレンダー画
面（初期表示画面）に戻ってしまうため、都度、カレンダーを翌月に切り替える必要がありました。

新システム

カレンダー画面
（当月）

カレンダー画面
（翌月）

外来診療時間
更新画面

カレンダー画面

（翌月）
外来診療時間

更新画面 …

新システムでは、連続して翌月以降の外来診療時間を更新できるよう、カレンダーの設定情報
（対象年月）を引き継ぎますので、翌月以降の複数日の外来診療時間の更新も効率的に
実施することが可能です。

更新が完了する度、当月のカレンダー
画面に戻るため、都度、カレンダーを
翌月に切り替える必要がありました。

設定した月を引継ぎ

カレンダーの設定情報を引き継ぎますの
で、翌月以降の外来診療時間の更新
もスムーズに行うことが可能です。

Point１
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（3） 医療機関基礎情報メンテナンス

30／34

現状① 情報案内専用メモ欄の増設が必要

１ 現在、案内時の注意事項は1つの情報案内専用メモ欄に登録し、医療機関検索
時に活用頂いています。しかし、医療機関ごとに注意事項が様々存在するため、全て
を1つのメモ欄に登録することは困難であり、メモ欄の増設が必要です。

対策① 情報案内専用メモ欄を3つに増設
新システムでは、情報案内専用メモ欄を現在の1つから、3つに増設します。
それにより、それぞれの情報案内専用メモ欄を「処理用」や「業務用」等、目的や用途

に合わせた使い分けが可能となり、より円滑な医療機関案内をご支援します。

情報案内専用メモ欄を３つに増設Point１

メモ欄の増設に伴い、検索条件欄も3つに増設Point２

ポイント

対策② マスタ項目の見直しを実施
新システムでは、「外来に係る留意事項」やその他のマスタ項目について、項目の見

直しを実施し、項目の適正化を図ります。

「外来に係る留意事項」のマスタ項目の見直しPoint１

「外来に係る留意事項」 以外もお客様とご相談の上、
マスタ項目の見直しを実施

Point２

現状② 「外来に係る留意事項」等の項目見直しが必要

１ 貴財団にヒアリングした結果、より円滑な医療機関案内を実現するために、医療
機関基礎情報メンテナンス機能のマスタ項目の見直しが必要と伺っています。

4.2 システムの付加要件 ⑦ 4.2 システムの付加要件 ㉑

情報案内専用メモ

＜ 医療機関基礎情報メンテナンス画面 ＞

情報案内専用メモ欄を3つに増設します。
それにより、目的や用途に合わせた使い分
けが可能となります。

Point１

情報案内専用メモを用いた医療機関検索

＜ 医療機関検索画面 ＞

情報案内専用メモ欄の増設に伴い、医
療機関検索の情報案内専用メモの検
索条件欄も3つに増設します。
それにより、複数の情報案内専用メモを
条件指定して、医療機関を検索すること
が可能となります。

Point２

＜ 詳細情報検索画面 ＞

「外来に係る留意事項」について、
貴財団からのご要望に従い、「院内
処方」や「オンライン診療」等の項目
追加を行います。

Point１

「外来に係る留意事項」以外の項目に
ついても、お客様とご相談のうえ、マスタ
項目の見直しを実施し、項目の適正化
を図ります。

Point２

マスタ項目の見直し



ご提案にあたり、「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.2. システムの付加要件」に対する弊社ご提案の充足度合をご説明致します。
本ご提案は以下に示すとおり「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.2. システムの付加要件」でお示し頂いた仕様項目を
すべて満たすことをお約束します。
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２．システムの付加要件

2.5 「北海道救急医療・広域災害情報システム 提案依頼書 4.2. システムの付加要件」への充足度合

4.2 システムの付加要件 ①～㉕

提案依頼書内容 ご提案可否 ご提案内容

4.2 システムの付加要件

① スマートフォン画面に表示される電話番号から画面操作で電話が架けられる ○ 具体的なご提案内容は、本資料19頁のとおりです。

② スマートフォンからの検索項目を増やす ○ 具体的なご提案内容は、本資料19頁のとおりです。

③ スマートフォン以外の携帯電話に情報案内センターの電話番号を表示し電話が掛けられる ○ 具体的なご提案内容は、本資料20頁のとおりです。

④ 検索エンジンでの検索トップへの表示や外国人利用者に対するシステムの周知 ○ 具体的なご提案内容は、本資料22頁のとおりです。

⑤ 医療機関の所在地以外に居住する利用者が目的の医療機関に到着しやすくする ○ 具体的なご提案内容は、本資料16頁のとおりです。

⑥ 端末機のGPS機能から近くの医療機関を検索する ○ 具体的なご提案内容は、本資料20頁のとおりです。

⑦ 情報案内専用メモ欄を3つ以上設けて、一括で検索できる機能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料30頁のとおりです。

⑧ 住所、医療機関、診療科目での「あいまい検索」機能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料26頁のとおりです。

⑨ トップ画面に特定の診療科等の限定した条件で検索ができる機能の設定が可能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料17頁のとおりです。

⑩ システムの休日設定ではお盆や年末年始における医療機関のそれぞれの休診日に対応できていない、お盆や
年末年始等の繁忙期の医療機関の休診に応じた検索ができる ○ 具体的なご提案内容は、本資料26頁のとおりです。

⑪ 複数の市町村で輪番を組んでいる場合など地域のルールに応じた当番医を検索でき、郡市医師会においても
その情報の入力管理ができる ○ 具体的なご提案内容は、本資料23頁のとおりです。

⑫ 一般向け検索で昼休み（休憩時間）を含む、含まないの選択ができる ○ 具体的なご提案内容は、本資料17頁のとおりです。

⑬ フリーワードの検索で複数語の「AND」「OR」の検索ができる ○ 具体的なご提案内容は、本資料16,26頁のとおりです。

⑭ 医療機関の診療体制に応じた検索ができる ○ 具体的なご提案内容は、本資料27頁のとおりです。

⑮ 選択すると該当する医療機関がなくなる項目の表示をなくす ○ 具体的なご提案内容は、本資料18頁のとおりです。

⑯ 検索結果が0件になるような選択肢（ドロップダウン）を表示しない ○ 具体的なご提案内容は、本資料18頁のとおりです。

⑰ 所在地外からの検索が多い都市部の特定診療科（産科、精神科）の輪番を見やすく表示 ○ 具体的なご提案内容は、本資料23頁のとおりです。

⑱ 外来時間更新の際に複数日を一括で更新できる ○ 具体的なご提案内容は、本資料29頁のとおりです。

⑲ 複数日の診療時間の一時的な変更が一括でできる ○ 具体的なご提案内容は、本資料29頁のとおりです。

⑳ チェックボックスの選択には「ALL」と「クリア」を設ける ○ 具体的なご提案内容は、本資料23頁のとおりです。

㉑ 詳細情報の検索項目や外来に係る留意事項に項目の追加が可能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料28,30頁のとおりです。

㉒ 電話案内の際にルート検索ができる機能（ホテル利用者など○○ホテルからどう行くの？） ○ 具体的なご提案内容は、本資料27頁のとおりです。

㉓ 医療機関での応需入力が簡素化されて、入力率の向上がされる入力方法の構築 ○ 具体的なご提案内容は、本資料24頁のとおりです。

㉔ 利用者毎に表示、非表示の設定が可能でファイルの添付ができる掲示板機能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料25頁のとおりです。

㉕ システム参加者の救急告示病院や群市医師会などの区分に別けてメール送信ができる機能 ○ 具体的なご提案内容は、本資料25頁のとおりです。
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3.1 開発体制
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開発経験豊富なチーム体制と充実したバックアップ体制の確立

業務特性等に応じた開発チームを編成し、また各専門分野のプロフェッショナルと連携
することで、本プロジェクトを効率的に遂行します。

経験豊富なSEによるプロジェクトマネジメントチームを編成Point１

技術開発部門をはじめ、社内の充実したバックアップ体制Point２

構成員の役割・主な経歴
救急医療情報業務機能、情報案内センター業務システム、広域災害情報業務機

能のシステム開発の経験や知識のあるメンバを構成員とし、プロジェクトリーダーの指揮
命令のもと定められた役割、作業分担、責任範囲に忠実に作業を実施します。

多数の救急医療情報システムの開発経験を有するメンバーPoint１

貴庁 関係機関
医療機関・消防機関

貴庁
ご担当者様

健康づくり財団
ご担当者様

弊社

プロジェクトマネジメントチーム
(PMT)

開発
体制支援

保守業務統括責任者

堀 晋久

開発担当者

向井 慈（他30名）

プロジェクトマネージャー

安藤 圭一

営業担当

佐々木 明人

プロジェクトリーダー

森 路菜

NTTデータ中国

端末・情報案内センター
設備担当者

粟野 悟（他10名）

NTTデータ北海道

EMIS
担当者

・広域災害
開発支援

他システム
維持担当者

・開発全般に
関わる支援

UD/UX
チーム

・ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰ
ｽ専門部隊

技術開発
本部

・R＆D
・知的財産管理

PMO（※）
担当

・PJﾓﾆﾀ・監査
・PM支援・ｺﾝｻﾙ

情報セキュリティ
推進室

・ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼ制定
・ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

※PMO：Project Management Officeの略支援組織

凡例 情案 情報案内センター業務システム有大 中 小 システム規模

名称 役割 経歴 資格

統括

責任者

堀 晋久

システム導入から
運用までのプロ
ジェクト全体の統
括を行う。

以下の統括責任者を歴任
三重県救急医療情報システム
愛知県救急医療情報システム
京都府救急医療情報システム

他多数

PMP保有

ネットワーク
スペシャリスト

プロジェクト

マネージャー

安藤 圭一

開発全体の進
捗管理、各工程
の品質管理等、
プロジェクト全体
の管理を行う。

以下のプロジェクトマネージャーを歴任
三重県救急医療情報システム
広島県救急医療情報システム
香川県救急医療情報システム

他多数

PMP保有

プロジェクト

リーダー

森 路菜

各工程の進捗
管理等、プロジェ
クトの指揮・運営
を行う。

以下のプロジェクトリーダーを歴任
山梨県救急医療情報システム
愛媛県救急医療情報システム

他多数

応用情報
技術者

開発担当者

向井 慈
設計・製造・テス
トの管理を行う。

以下の開発担当者を歴任
山梨県救急医療情報システム
広島県救急医療情報システム

他多数

セキュリティ
エキスパート

端末設備

担当者

粟野 悟

端末の設置・調
整等を行う。

以下の端末設備担当者を歴任
北海道救急医療情報システム

PMP保有

営業担当

佐々木明人

営業に関する貴
庁との調整を行
う。

以下の営業担当者を歴任
北海道救急医療情報システム
山梨県救急医療情報システム

他多数

大
大

大

大

中

大

中
中

大
中

中

中
中

情案

情案
情案

情案

情案

情案

情案

情案
情案
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3.2 保守・運用体制
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システムの運用・保守経験の豊富なメンバーと安心のサポート体制の確立

他都道府県の広域災害・救急医療情報システムのノウハウを多く有する会社、組織を採用し、安心、
安全なサポート体制にて万全の運用サポートをご提供します。

経験豊富なプロジェクトマネジメントチームによる安定的なシステム運用を実現Point１

現行システムで実績のある協力会社による、安心のサポート体制Point２

構成員の役割・主な経歴

救急医療情報システムの運用・保守経験や貴庁システムの知識
が豊富なメンバが、保守業務責任者の指揮命令のもと定められた
役割、作業分担、責任範囲に忠実に作業を実施します。

多数の救急医療情報システムの運用保守
経験を有するメンバー

Point１

■保守業務統括責任者 堀 晋久

■保守業務責任者 浅尾 保則

■保守業務メンバー 向井 慈

役割 経歴 他県実績

システムの運用・保守
業務全体の統括を
行う。

救急医療情報システム
ー 保守業務統括責任者 他

三重県、
大阪府、
京都府
他

役割 経歴 他県実績

システムの運用・保守
業務全体の実施状
況の管理を行う。

救急医療情報システム
ー 保守業務責任者 他

愛知県、
福岡県、
広島県
他

役割 経歴 他県実績

都道府県・医療機
関・消防機関からの
問合せ対応や、各会
社との連携・調整を
行う。

救急医療情報システム
ー 保守業務メンバ 他

貴庁、
山梨県
和歌山県
他

貴庁 関係機関

医療機関
・消防機関

貴庁

ご担当者様

健康づくり財団

ご担当者様

弊社

プロジェクトマネジメントチーム(PMT)

支援

運用保守
体制支援

開発メンバー

システム導入時の要件把握、
運用保守メンバーへの連携

他救急システム保守担当者

保守・運用全般に関わる
支援

厚労省EMIS保守担当者

広域災害運用全般
に関わる支援

保守業務統括責任者

堀 晋久

保守業務メンバー

向井 慈

保守業務責任者

浅尾 保則

24時間365日対応の
問合せ窓口を設置

ソフト保守

NTTデータ中国

センタ保守

NTTデータ中国

情報案内センター端末保守

NTTデータ北海道
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34／34

救急医療情報システム、および情報案内センター業務システムの全国シェアNo.1の実績をもとに、新システムを構築します。

１ 救急医療情報システムの全国シェアNo.1

弊社は、昭和51年から救急医療事業を開始し、多くの導入実績を重ねてまいりました。現在では、全
国22都道府県のお客様に救急医療情報システムを提供させていただいております。全国のお客様からは
システムの安定した運用について高い評価を頂いており、「お願いして良かった」との声を多数頂いています。

２ 現在、9都道府県に情報案内センター業務システムを提供中

情報案内センター業務システムは、現在、9都道府県にシステム提供させて頂いており、大規模な救急医療
情報センターが医療機関案内業務で使うシステムはすべて弊社が提供しています。

救急医療情報システム 導入実績 情報案内センター業務システム 導入実績

救急医療情報システム 22 都道府県 情報案内センター業務システム 9都道府県

県

導入率

47％
全国シェアNo.1

（平成30年11月末時点）

＜導入都道府県＞

（平成30年11月末時点）

新システムでは豊富な実績を基に、コールセンター業務の運用を徹底的に分析し、
システムに求められる要件を明確にした上でご提案いたしますので、稼働直後から
最適な医療機関案内業務をご支援します。

＜導入実績＞

1 北海道 6 新潟県 11 愛知県 16 奈良県 21 香川県

2 青森県 7 東京都 12 三重県 17 和歌山県 22 福岡県

3 秋田県 8 山梨県 13 京都府 18 広島県

4 福島県 9 富山県 14 大阪府 19 山口県

5 栃木県 10 静岡県 15 兵庫県 20 愛媛県

No. お客様 システム稼働開始

1 北海道救急医療情報案内センター 平成26年10月

2 三重県救急医療情報センター 平成29年10月

3 山梨県救急医療情報センター 平成29年9月

4 愛知県救急医療情報センター 平成28年6月

5 福岡県メディカルセンター 平成28年1月

6 京都府救急医療情報センター 平成27年4月

7 大阪府救急医療情報センター 平成26年10月

8 和歌山県救急医療情報センター 平成25年1月

9 東京都保健医療情報センター 平成20年4月
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