
付属資料52-６【 予防接種 】サブシステム記録項目

№ 現行システム記録項目名 次期システム記録項目名 （変更なし・追加・修正・削除）
乳幼児接種
1 個人番号 宛名番号 修正
2 接種コード 接種コード 変更なし
3 接種回数 接種回数 変更なし
4 接種・予診日 接種・予診日 変更なし
5 更新情報　ユーザーコード 更新情報　ユーザーコード 変更なし
6 更新年月日(西暦) 更新年月日(西暦) 変更なし
7 更新時間 更新時間 変更なし
8 年度 年度 変更なし
9 性別 性別 変更なし
10 接種日年齢 接種日年齢 変更なし
11 年度末年齢 年度末年齢 変更なし
12 基準日年齢 基準日年齢 変更なし
13 受診時国保区分 受診時国保区分 変更なし
14 対象外判定 対象外判定 変更なし
15 健診結果 健診結果 変更なし
16 接種判定 接種判定 変更なし
17 混合接種　何種 混合接種　何種 変更なし
18 請求日（月） 請求日（月） 変更なし
19 実施医療機関 実施医療機関 変更なし
20 接種番号 接種番号 変更なし
21 接種会場 接種会場 変更なし
22 問診医 問診医 変更なし
23 接種医 接種医 変更なし
24 所属 所属 変更なし
25 Lot.No（ワクチンの製品番号） Lot.No（ワクチンの製品番号） 変更なし
26 接種量 接種量 変更なし
27 発赤　反応長径 発赤　反応長径 変更なし
28 　　　反応短径 　　　反応短径 変更なし
29 硬結　反応長径 硬結　反応長径 変更なし
30 　　　反応短径 　　　反応短径 変更なし
31 二重発赤　反応長径 二重発赤　反応長径 変更なし
32 　　　　　反応短径 　　　　　反応短径 変更なし
33 所見 所見 変更なし
34 判定 判定 変更なし
35 精密検査結果 精密検査結果 変更なし
36 抗体価検査 抗体価検査 変更なし
37 特記事項 特記事項 変更なし
38 未接種理由 未接種理由 変更なし
39 予診フラグ 予診フラグ 変更なし
40 実施区分 実施区分 変更なし
41 医師の判断 医師の判断 変更なし

有効期限 - 削除
42 - 任意フラグ 追加
43 - 肺炎球菌種類 追加

高齢者接種　　（※乳幼児接種と分離）
44 西暦年度 西暦年度 変更なし
45 宛名番号 宛名番号 変更なし
46 接種日 接種日 変更なし
47 更新者 更新者 変更なし
48 更新日 更新日 変更なし
49 更新時間 更新時間 変更なし
50 性別 性別 変更なし
51 接種日年齢 接種日年齢 変更なし
52 年度末年齢 年度末年齢 変更なし
53 基準日年齢 基準日年齢 変更なし
54 受診時国保区分 受診時国保区分 変更なし
55 請求日（月） 請求日（月） 変更なし
56 実施医療機関 実施医療機関 変更なし
57 接種番号 接種番号 変更なし
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付属資料52-６【 予防接種 】サブシステム記録項目

№ 現行システム記録項目名 次期システム記録項目名 （変更なし・追加・修正・削除）
58 接種会場 接種会場 変更なし
59 問診医 問診医 変更なし
60 接種医 接種医 変更なし
61 接種判定 接種判定 変更なし
62 Lot.No Lot.No 変更なし
63 接種量 接種量 変更なし
64 - 実費徴収区分 追加
65 - 接種済証交付有無 追加
66 - 65歳未満接種理由 追加
67 未接種理由 未接種理由 変更なし
68 予診フラグ 予診フラグ 変更なし
69 実施区分 接種区分 修正
70 特記事項 特記事項 変更なし
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