
保健情報システム

現行システム記録項目名 変更後システム記録項目名（変更なし・追加・修正・削除）
受診年月日 受診年月日 変更なし
年度末年齢 年度末年齢 変更なし
センター区分 センター区分 変更なし
受診医療機関 受診医療機関 変更なし
所属歯科医師会 所属歯科医師会 変更なし
検診方法 検診方法 変更なし
自己負担金 自己負担金 変更なし
受診番号 受診番号 変更なし
CPI右上 CPI右上 変更なし
CPI１７ CPI１７ 変更なし
CPI１６ CPI１６ 変更なし
CPI１１ CPI１１ 変更なし
CPI２６ CPI２６ 変更なし
CPI２７ CPI２７ 変更なし
右上８ 右上８ 変更なし
右上７ 右上７ 変更なし
右上６ 右上６ 変更なし
右上５ 右上５ 変更なし
右上４ 右上４ 変更なし
右上３ 右上３ 変更なし
右上２ 右上２ 変更なし
右上１ 右上１ 変更なし
左上１ 左上１ 変更なし
左上２ 左上２ 変更なし
左上３ 左上３ 変更なし
左上４ 左上４ 変更なし
左上５ 左上５ 変更なし
左上６ 左上６ 変更なし
左上７ 左上７ 変更なし
左上８ 左上８ 変更なし
右下８ 右下８ 変更なし
右下７ 右下７ 変更なし
右下６ 右下６ 変更なし
右下５ 右下５ 変更なし
右下４ 右下４ 変更なし
右下３ 右下３ 変更なし
右下２ 右下２ 変更なし
右下１ 右下１ 変更なし
左下１ 左下１ 変更なし
左下２ 左下２ 変更なし
左下３ 左下３ 変更なし
左下４ 左下４ 変更なし
左下５ 左下５ 変更なし
左下６ 左下６ 変更なし
左下７ 左下７ 変更なし
左下８ 左下８ 変更なし
CPI４７ CPI４７ 変更なし
CPI４６ CPI４６ 変更なし
CPI３１ CPI３１ 変更なし
CPI３６ CPI３６ 変更なし
CPI３７ CPI３７ 変更なし
清掃状況 清掃状況 変更なし
その他所見 その他所見 変更なし
総合判定１ 総合判定１ 変更なし
判定詳細 判定詳細 変更なし
今後の方針 今後の方針 変更なし
自覚症状 自覚症状 変更なし

基本健診（歯周疾患検診（歯科健康診査）)サブシステム記録項目
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現行システム記録項目名 変更後システム記録項目名（変更なし・追加・修正・削除）
基本健診（歯周疾患検診（歯科健康診査）)サブシステム記録項目

症状 症状 変更なし
かかりつけ歯科医の有無 かかりつけ歯科医の有無 変更なし
歯科健診の有無 歯科健診の有無 変更なし
歯科健診状況 歯科健診状況 変更なし
歯石除去の有無 歯石除去の有無 変更なし
歯みがき指導場所 歯みがき指導場所 変更なし
喫煙の有無 喫煙の有無 変更なし
喫煙本数 喫煙本数 変更なし
喫煙影響区分 喫煙影響区分 変更なし
フロス・歯間ブラシ フロス・歯間ブラシ 変更なし
自己観察 自己観察 変更なし
歯磨き剤使用区分 歯磨き剤使用区分 変更なし
歯磨き剤フッ素状況 歯磨き剤フッ素状況 変更なし
丁寧な歯磨き 丁寧な歯磨き 変更なし
現在歯数 現在歯数 変更なし
口腔機能 口腔機能 変更なし

- 現在歯数（第三大臼歯を除く） 変更なし
- 自覚症状（摂食・嚥下機能） 変更なし
- ＢＯＰ１７ 追加
- ＢＯＰ１６ 追加
- ＢＯＰ１１ 追加
- ＢＯＰ２６ 追加
- ＢＯＰ２７ 追加
- ＰＤ１７ 追加
- ＰＤ１６ 追加
- ＰＤ１１ 追加
- ＰＤ２６ 追加
- ＰＤ２７ 追加
- ＢＯＰ３７ 追加
- ＢＯＰ３６ 追加
- ＢＯＰ３１ 追加
- ＢＯＰ４６ 追加
- ＢＯＰ４７ 追加
- ＰＤ３７ 追加
- ＰＤ３６ 追加
- ＰＤ３１ 追加
- ＰＤ４６ 追加
- ＰＤ４７ 追加
- 歯石 追加
- 区への連絡事項 追加
- 新宿区処理欄 追加
- 歯磨き回数 追加
- 粘膜所見 追加
- 検診方式 追加
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