
別紙 2 機能要件
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No. 大項目 小項目 要件

1
共通 メンテナンス システムで登録している情報についてはコード情報を除き、職員がメン

テナンスできること。
2 入力項目を編集・追加・削除できること。

3
入力必須項目を設定することができ、また、必須項目の変更もできるこ
と。

4 個人台帳 個人データの参照時に世帯構成が参照できること。

5 子どもの個人台帳の参照時に母親の妊娠時の状況が参照できること。

6
個人の情報を参照する場合、同一画面上で世帯員の構成（氏名、性別、
生年月日、続柄）が確認できること。

7
個人ごとに過去の事業（健診、相談等）の参加状況が時系列で表示・確
認できること。

8 個人ごとに特記事項を変更できること。

9
個人ごとに事業（健診（検診）結果、相談等）に保持している情報が一
目でわかること。

10
個人に対して PDF ファイル、画像ファイル、各種文書ファイルを紐付
けて管理できること。

11 操作 職員ごとに必要なメニューを自由に設定できる機能を有すること。

12 トップ画面に掲示板機能を有し、職員連絡用に使用できること。

13 入力項目の順番を変更できること。

14
コード管理している項目は入力時に一覧表示し、選択で入力できるこ
と。

15 日付の入力は西暦・和暦のいずれにも対応できること。

16
入力に際して、個人検索画面での検索によらず、宛名番号、かな氏名、
生年月日等の情報から個人を特定できること。

17
各画面からメインメニューを戻ることなく、同業務内の各機能画面に遷
移できること。

18 オンラインヘルプ機能を実装していること。

19
DV やそれに類する注意が必要な人物については表示レベル、印刷レベ
ルを設定できること。

20 一覧の表示項目は、項目の表示の有無、表示順を設定できること。

21 画面表示項目の表示順、初期値の有無が設定できること。

22 入力負荷軽減のため、入力した内容をコピー＆ペーストできること。

23
帳票 印刷の際、印刷内容をプレビュー表示し、必要なページのみ印刷できる

こと。

24
送付用の宛名・住所がある人については送付用宛名・住所を優先して印
刷できること。

25
一覧形式の帳票については同内容が CSV ファイルとして出力できるこ
と。

26
単票、一覧表、宛名ラベル等の帳票は、Excel 等一般的なソフトウェア
を使用してデザインした帳票を取り込み、印刷できること。

27
取り込み可能な帳票はいずれも複数レイアウトを保持でき、出力時に選
択できること。



ii

No. 大項目 小項目 要件

28 共通 帳票 郵便物の宛先印刷時にカスタマーバーコードを印字できること。

29 個人宛帳票に宛名番号のバーコードを印字できること。

30
宛名シールは、使用途中のシールが利用できるよう印刷開始場所が設定
できること。

31
宛名シールの印字位置の調整ができ、マウス操作での移動・配置ができ
ること。

32 氏名、住所等の複数項目を組み合わせて出力順を設定できること。

33 任意抽出した対象者について宛名シールを作成できること。

34 お知らせ文のフォントの種類・サイズ・レイアウトの設定ができること。

35 出力する CSV ファイルのレイアウトの設定・編集ができること。

36
CSV ファイルの出力レイアウトは複数設定でき、各機能で利用できる
こと。

37 CSV ファイルの出力項目の出力有無、出力順を設定できること。

38 CSV ファイル出力時に連番をふれること。

39 CSV ファイルの見出し表示の有無を設定できること。

40 住民情報 誕生月により住民を抽出できること。

41 住民情報の追加・修正ができること。

42 消除者（死亡者・転出者等）の住民情報を管理できること。

43 転入前住所・転出後住所を管理できること。

44
送付用住所・電話番号・携帯電話番号・E-mail アドレス等住民記録情
報以外の個人情報を管理できること。

45
健診（検診）結果やその他情報の参照・追加・修正時にあわせて電話番
号、Email アドレス等の修正ができること。

46 外国人の氏名・通称名を両方管理できること。

47 国民健康保険の資格情報の履歴を管理できること。

48 当町の住民記録システムと情報連携が可能なこと。

49
検索時に消除者（死亡者・転出者等）の表示／非表示の選択ができるこ
と。

50 検索時に氏名のあいまい検索ができること。

51 検索時に通称名での検索ができること。

52 検索時に住所での検索ができること。

53 複数の条件を組み合わせて検索できること。

54 地区の種類を複数設定でき、地区情報から検索できること。

55 地区ごとに担当保健師を設定できること。

56
DV やそれに類する注意が必要な人物についての情報を管理できるこ
と。

57
再転入者について、以前の宛名番号で管理しているデータを引き継いで
管理できること。

58 住民情報確認処理として、住民異動の実施ログを確認できること。
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59 共通 報告書作成 職歴、既往歴、血液型、社会保障情報等個人の詳細情報が管理できるこ
と。

60 氏名・住所の変更履歴が参照できること。

61 年齢計算に関する法律に基づいた年齢の表示ができること。

62 地域保健・健康増進事業報告書は Excel に出力できること。

63
地域保健・健康増進事業報告書集計の変更については保守料の範囲内で
対応できること。

64
地域保健・健康増進事業報告書集計で集計された対象者情報を出力して
確認できること。

65 その他 対応記録表を作成できること。

66 電話対応や面談等の記録が管理できること。

67 妊婦訪問情報が管理できること。

68 新生児、乳児訪問が管理できること。

69 産婦訪問が管理できること。

70 成人訪問が管理できること。

71 訪問・電話等の対応記録の一覧表が印刷できること。

72 対応記録情報を CSV 形式で出力できること。

73 セキュリティ ログインの際、ユーザーID・パスワードによる認証機能があること。

74
ID、パスワードは半角英数字で設定可能なこと。また、パスワードは最
低桁数が設定可能なこと。

75 ユーザーID ごとにパスワード変更が可能なこと。

76
パスワードの入力回数が設定でき、設定した回数以上入力を間違えた場
合、ユーザーID のロックが可能なこと。また、ロックしたユーザーID
はシステム管理者権限により解除可能なこと。

77
ユーザーID には役割を設定でき、システム管理者、一般ユーザーの最
低 2つが設定できること。

78
システム管理者権限のみユーザーID に役割の設定、各種使用できる機
能の制限、権限を設定可能なこと。

79 ユーザーID ごとにアクセスログの保存・管理が可能なこと。

80
アクセス日時、ログインしたユーザーID、処理区分、処理内容等インシ
デント発生時の追跡・エビデンスとして利用可能なログが収集可能なこ
と。

81 アクセスログの保存は最低 1年以上可能なこと。

82
ログデータをシステムの機能として画面で確認できること。また、ログ
データの項目名で絞り込みが可能なこと。

83
個人番号 中間サーバーへ副本データを連携できること。

管理番号 80 母子保健法による妊娠の届出に関する情報
管理番号 84 予防接種法による予防接種の実施に関する情報

84 個人番号、宛名番号のいずれでも検索できること。

85 個人番号は個人番号利用可能な事業でのみ表示・検索できること。

86 個人番号の利用権限はユーザーごとに設定できること。
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87 共通 個人番号 個人番号利用（参照、検索、表示、帳票出力等）のログを収集できるこ
と。

88
フォロー フォロー対象者情報として、把握経路、フォロー時期、方法状況等を管

理できること。
89 個人照会画面でフォロー状況が表示できること。

90 フォロー対象者名簿が作成できること。

91 フォロー予定者の一覧を CSV や Excel 等に出力できること。

92
集計機能 評価分析 システム内のコード化された全ての情報を使用してのマルチ条件抽出

と抽出されたデータのクロス集計ができること。
93 抽出条件は「一致不一致」、「範囲」が設定できること。

94
それぞれ設定した条件に対して、条件同士を「かつ」、「または」、「除く」
で設定できること。

95
予防接種の未接種者、がん検診等の過去 3年間未受診者などの特殊条件
で抽出ができること。

96
国保情報等、履歴管理を行う共通データについては、基準日時点での抽
出ができること。

97 一度行った抽出の条件を、運用に応じて登録・再利用できること。

98
抽出のパターン登録については、登録番号・コメント・作成者・作成日
時の登録ができること。また、作成者についてはシステムログイン時の
ユーザー名が自動的に登録されること。

99
抽出した該当者一覧を、EUC もしくは Excel との連携機能により抽出
できること。

100 抽出した該当者一覧表示から、さらに絞り込み設定ができること。

101
抽出した該当者一覧を表示後、画面に表示する項目を設定でき、かつ並
び替えができること。

102
死亡者は期間を指定して抽出できること。転入・転出者は最新の情報か
ら抽出できること。

103
抽出した該当者について、表示項目をキーとし、並び替えができること。
Excel 等に出力しての並び替えは不可とする。

104
抽出した該当者について、各種帳票出力画面にスムーズに遷移できるこ
と。

105 集計表は行・列項目の設定を任意に行えること。

106

抽出した情報を、任意に情報としてシステムに登録ができ、再度抽出条
件を設定しなくてもその抽出した情報をそのまま再利用できること。任
意情報の作成については、名称・コメントの登録および登録人数・ログ
インユーザー名・作成日時の自動記録ができること。

107 健診（検診）の二重受診者の抽出が容易なこと。

108 一度行った抽出・集計をパターン登録し、再利用できること。

109
妊婦管理 情報 妊娠届および母子手帳の管理ができること。なお、出産回数、分娩予定、

嗜好、受診券情報、担当保健師、要フォロー区分、特記事項などを登録
できること。

110
妊婦に対するアンケート（問診）情報が管理できること。また、アンケ
ート項目が追加できること。
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111 妊婦管理 情報 届出日と出産予定日から届出週数を自動的に設定できること。

112 届出日と届出週数から出産予定日を自動的に設定できること。

113 母子手帳の再発行履歴が管理できること。

114
母子手帳返却者のみ、もしくは母子手帳返却者を除いて妊婦を抽出でき
ること。

115 転入者の母子手帳管理ができること。

116 妊婦健診受診券が発行できること。

117
妊婦健診受診券は登録画面から指定した枚数分、一括で印刷できるこ
と。

118
妊婦のうち、要フォロー者を複数の条件で抽出でき、担当保健師を設定
できること。

119 妊婦情報登録時に世帯構成が参照できること。

120 条件を設定して妊婦一覧を表示できること。

121 妊婦健診の受診日、回数、結果、助成額等が管理できること。

122 特記事項などのメモ情報を登録できること。

123 受診日時点で、受診者が住民であるかチェックできること。

124 条件を設定して妊婦健診結果一覧を表示できること。

125 登録した妊婦健診情報が全て一覧表示できること。

126 分娩情報・出産状況・妊娠状況・産後健診が管理できること。

127 母子保健 個別相談・育
児／発達教育

個別相談・育児教育の情報が管理できること。

128
個別相談・育児教室は同一教室で開催する複数の事業が登録管理でき、
利用状況について管理できること。

129
発達教室の入室・退室管理ができ、参加状況および経過の管理ができる
こと。

130 同一個人で発達教室を複数回登録できること。

131 同一個人で発達教室の在籍期間を自動的に計算できること。

132 個別相談・育児教室の情報入力時に世帯構成が参照できること。

133 帳票 妊婦一覧表が印刷できること。

134 妊婦へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。

135 妊婦健診結果の一覧表が印刷できること。

136
妊婦健診状況の一覧表が印刷できること。なお、個人ごとの受診日およ
び助成額が出力できること。

137 出生児の一覧表が印刷できること。

138 乳幼児健診対象者の一覧表が印刷できること。

139 乳幼児健診対象者へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。

140 乳幼児健診結果の一覧表が印刷できること。

141 乳幼児歯科健診受診者の一覧表が印刷できること。

142
複数の健診にまたがった乳幼児健診未受診者の一覧表が印刷できるこ
と。
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143 母子保健 帳票 乳幼児健診未受診者へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。

144 乳幼児歯科健診未受診者の一覧表が印刷できること。

145 フォロー健診予約者の一覧表が印刷できること。

146 フォロー健診予約者へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。

147
個別相談・育児教室ごとに参加者の一覧表が印刷できること。なお、相
談形態・きっかけ・担当保健師・結果が表内の情報として印字されるこ
と。

148
発達教室への入室予定対象者の一覧表が印刷できること。なお、きっか
け・担当保健師が表内の情報として印字されること。

149
発達教室の入室対象者の一覧表が年月ごとに印刷できること。なお、き
っかけ・担当保健師が表内の情報として印字されること。

150
乳幼児健診・乳幼児相談・各種教室等のイベントの一覧表が印刷できる
こと。

151 乳幼児健診・乳幼児相談・各種教室等の予約者一覧表が印刷できること。

152
対象期間（受診日、支払日、請求日ごと）と支払い方法を設定して、妊
婦健診年間受診状況集計表が印刷できること。なお、月ごと回数ごとの
受診者数、金額の集計ができること。

153 乳幼児健診結果の集計表が印刷できること。

154 地域保健等の母子報告項目の集計ができること。

155 歯科健診の実施状況（罹患型や口腔状態等）の集計ができること。

156 疾病ごとに判定区分ごとの集計ができること。

157
過去の母子健康カードを PDF 等の画像で取り込み、システムで管理で
きること。

158 地域保健報告に対応した集計表が印刷できること。

159 妊婦健診結果情報を CSV 形式で出力できること。

160 乳幼児健診結果情報を CSV 形式で出力できること。

161 個別相談・育児教室の情報を CSV 形式で出力できること。

162
指定した個人の予防接種情報、乳幼児健診情報、妊婦情報、相談・教室
情報、フォロー情報、予約情報等を容易に閲覧できること。

163 乳幼児

健診

情報 乳幼児健診結果が管理できること。

164 SFD 児、LFD児を自動判定できること。

165 肥満度が自動計算できること。

166 指定した子どもの発育曲線が表示できること。

167 体重表示方法や年齢の表示方法を健診種類ごとに指定できること。

168 問診内容は乳幼児健診ごとに指定できること。

169 歯科、耳鼻科、眼科、尿検査結果を管理できること。

170
耳鼻科、眼科に関してはアンケートの結果と健診結果のいずれも管理で
きること。

171 乳幼児健診結果入力時に世帯構成が参照できること。

172 未熟児や被虐待児の情報を管理できること。
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173 乳幼児

健診

情報 受診日を入力すると受診日時点で何歳何ヶ月か表示できること。

174 受診日時点で、受診者が住民であるかチェックできること。

175 乳幼児健診結果入力時にフォロー健診の予約が設定できること。

176 フォローが必要な人をフォロー予定日を指定・抽出できること。

177 フォロー健診対象者への通知年月日が管理できること。

178 フォロー健診結果の管理ができること。

179 フォロー健診結果入力時にフォロー予定も簡単に入力できること。

180 フォロー健診は、同一健診種類で複数回情報を入力できること。

181
一次健診、二次健診、各種訪問等で発生したフォロー情報は一元管理で
き、要フォロー時期を指定して抽出できること。

182 紹介状情報を入力できること。

183 乳幼児健康相談情報が管理できること。

184 乳幼児健康相談情報入力時にフォロー予定も簡単に入力できること。

185 1 ヶ月健診が管理できること。

186
歯科健診結果入力でう歯の状況からう蝕罹患型を自動的に設定できる
こと。

187 乳幼児健診結果の通知年月日が管理できること。

188 乳幼児健診結果一覧から乳幼児健診結果が参照できること。

189 登録された内容を地域保健等の母子報告の集計時に使用できること。

190
発達検査等、外部施設・医療機関等から提供される情報を管理できるこ
と。

191
健診予約 管理 各種（基本、がん、歯科等）検診の検診種類・実施日・場所・時間・定

員の管理ができること。
192 すでに設定した健診（検診）予定情報をコピーできること。

193 予約状況（場所・定員・予約人数・残人数）を一覧で確認できること。

194 予約状況一覧から予約対象者の確認ができること。

195 予約対象者の生活保護、非課税を管理できること。

196 個人を選択すると当該個人の予約状況を確認できること。

197
予約登録時に受診資格を確認し、資格のない者に対し警告をだせるこ
と。

198 時間単位で予約できること。

199
クーポン対象者はあらかじめ対象年齢を設定しておけば、予約入力時に
初期値として表示されること。

200 予約対象者に受診票が印刷できること。

201
スケジュール一覧から健診（検診）予定日を選択して予約情報が参照・
入力できること。

202 予約申込みは個人ごとに複数の事業を画面遷移せずに登録できること。

203 予約申込みは事業を固定し、連続して個人を登録できること。

204
健診結果 各種がん検診、その他検診、基本健診の検診結果および精密検査結果が

管理できること。



viii

No. 大項目 小項目 要件

205 健診予約 健診結果 肝炎ウィルス検査の結果を管理できること。

206 歯周病検診の結果を管理できること。

207 骨粗鬆症検診の結果を管理できること。

208 過去の検診結果が経年表示できること。

209 同一検診を年度内に 2回以上受診しても管理できること。

210 検診種類ごとに表示する検査項目およびその表示順を設定できること。

211 個人ごとにコメントが入力できること。

212 同一年度内に複数受診した場合は、警告メッセージが表示されること。

213
受診日時点で受診者が住民ではない場合、結果登録時に警告メッセージ
が表示されること。

214 病名や病院など項目の件数の多い情報は名称などで検索できること。

215 帳票 受診者の一覧表を印刷できること。

216
精密検査の受診状況により（対象者全員、受診済、未受診）一覧表が印
刷できること。

217 管理 同一検診の複数年受診者や未受診者の一覧表を作成できること。

218
検診管理 統計 医療機関ごと／がん検診ごとの受診件数および受診者名簿が出力でき

ること。
219 年度内に同一検診を複数回受診した人を抽出できること。

220
検診結果ごとの人数の集計表を年代別、地区別に印刷できること。なお、
年代別の場合、印字する年代の範囲は自由に設定できること。

221
精密検査結果ごとの人数の集計表を年代別、地区別に印刷できること。
なお、年代別の場合、印字する年代の範囲は自由に設定できること。

222 地域保健報告に対応した集計表が印刷できること。

223 その他 検査項目の標準値・指導域・受診域の修正ができること。

224 指定した検診結果の項目を CSV 形式で出力できること。

225 指定されたフォーマットで健診（検診）結果を一括取り込みできること。

226 各検診の受診対象者を抽出し、一覧表やお知らせ分を印刷できること。

227 がんクーポン発行者の情報を保存できること。

228 保存したがんクーポン発行者に対して追加・削除が行えること。

229
がんクーポンの対象者を抽出し、一覧表やお知らせ文を印刷できるこ
と。

230
がんクーポン発行者のうち、検診未受診者を抽出し、一覧表やお知らせ
文を印刷できること。

231
がんクーポン発行者のうち、発送までの間に住基上消除された方を簡単
に抽出できること。

232 受診票等の発送物は、発送日を管理できること。

233
女性がん等で過去の検診受診の有無により、検診対象者の抽出の制御が
できること。

234 特定健診 受診券 特定健診対象者を抽出できること。

235 特定健診対象者の抽出条件で年齢範囲を変更できること。



ix

No. 大項目 小項目 要件

236 特定健診 受診券 妊産婦や海外在住者等、国が定める除外対象者を管理できること。なお、
特定健診対象者抽出時に対象外にできること。

237 受診券の交付年月日・発行年月日・有効期限を管理できること。

238
受診券の印刷では印刷年月日が設定できること。また、再印刷日の設定
もできること。

239 受診券整理番号を付番できること。

240 受診券情報を誕生月ごとにわけて作成できること。

241 自治体の裁量により受診させる対象者に受診券を発行できること。

242 個人ごとに受診券を発行できること。

243
受診券および対象者の一覧表が複数条件（被保険者番号、交付年月日、
発行年月日、印刷状況等）で絞り込み、発行できること。

244 健診結果 過去の健診結果が経年表示できること。

245 健診結果が追加・修正できること。

246 健診結果に表示する検査項目を指定できること。

247 健診結果の追加・修正後、すぐにメタボ判定・階層化判定が行えること。

248 個人ごとにコメントが入力できること。

249 健診結果の参照時に世帯構成が参照できること。

250
健診結果の参照時に過去 3 年分以上の健診結果推移表が表示できるこ
と。

251 過去の基本健診の情報も同時に管理できること。

252 精密検査結果が管理できること。

253 健診結果の参照時に同一世帯員の健診結果の参照が容易にできること。

254 特定健診の標準検査項目以外の検査結果も管理できること。

255 人間ドック、後期高齢者健診の結果も管理できること。

256 特定健診の階層化および保健指導対象者の選定ができること。

257
特定保健指導 システムで階層化した結果と連合会の階層化結果の整合性を保つため

の機能を有すること。

258
利用券および対象者の一覧表が複数条件（被保険者番号、交付年月日、
発行年月日、印刷状況等）で絞り込み、発行できること。

259 個人ごとに特定保健指導の利用券を発行できること。

260
特定保健指導の利用券の交付年月日、発行年月日、有効期限を管理でき
ること。

261 特定保健指導情報の予定と実績が同一画面で確認できること。

262
報告対象となる情報のほかに利用者への指導状況が細かく入力できる
こと。

263 特定保健指導情報の追加・修正・参照時に世帯構成が参照できること。

264
保健指導実施状況を一覧で表示することができ、未実施、指導中などの
指導の経過が表示できること。

265
特定保健指導参加予定者の一覧から実施計画・指導経過情報が参照でき
ること。
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No. 大項目 小項目 要件

266 特定健診 特定保健指導 保健指導実施状況の一覧から実施計画・指導経過情報が参照できるこ
と。

267 個人ごとに特定保健指導の未利用理由の管理ができること。

268 帳票 受診票が印刷できること。

269 特定健診の過去の健診結果グラフを印刷できること。

270 利用券が印刷できること。

271 受診票の発行対象者の一覧表が印刷できること。

272 健診結果通知の発行対象者の一覧表が印刷できること。

273 利用券の発行対象者の一覧表が印刷できること。

274
国保資格喪失の対象者を把握する等のための国保異動状況一覧表が印
刷できること。

275 特定健診除外者一覧表が印刷できること。

276
過去 3年分の健診結果推移表が印刷できること。なお、基準年を変更す
ることができること。

277 各種教室・面談等（支援）の支援日程一覧表が印刷できること。

278 各種教室・面談等（支援）の予約者一覧表が印刷できること。

279 各種教室・面談等（支援）の出席簿が印刷できること。

280 各種教室・面談等（支援）の参加予定者の一覧表が印刷できること。

281 支援経過票が印刷できること。

282
健診結果の
集計・分析

特定健診、住民健診だけでなく、町が行うがん検診等の結果も含め、デ
ータ集計が行えること。

283
国保連合会、検診機関およびその他の健康管理システムの検診データ
（CSV 形式）を取り込んで分析や集計ができること。

284
異なる検診機関のデータを一元管理でき、検診機関が異なってもデータ
を一元化して取り込むことができること。また、同一年度に複数回受診
を生じた場合も一度データを取り込み、管理できること。

285 検診データはしきい値に応じて区分され、画面表示・印刷できること。

286
生活習慣病危険因子数によるリスク判定ができること。優先順位に基づ
いた指導対象者の抽出ができること。

287
前年度と比較し、階層化レベルや検診結果が悪化している対象者の抽出
ができること。

288

メタボリックシンドローム判定のほか、各健診項目について、日本糖尿
病学会等の診療ガイドラインに基づいて危険因子を判定することがで
き、一次予防から三次予防までの段階が担当保健師にわかりやすく表示
されていること。

289 CKD予防のための指導用帳票を出力できること。

290 e-GFR の計算ができ、CKDステージの分類ができること。

291 集計分析のために有効な集計表（変化図、分布図）が作成できること。

292
集計条件を変更したり新たに作成することで、一覧表、分布図、変化図
といった必要とする集計表が簡単に作成できること。



xi

No. 大項目 小項目 要件

293 特定健診
健診結果の
集計・分析

集計結果の数値をクリックすることで、個人のデータに簡単にたどりつ
けること。

294
各種集計表は画面に表示されている状態（色、罫線等）で Excel に出力
できること。

295 指導用個人帳票（生活習慣病予防のための構造図等）が出力できること。

296
集計表様式は「標準的な健診・保健指導に関するプログラム（確定版）」
に示す様式、またはそれに準じる様式であること。また、出力される学
習教材は確定版の学習教材集に準じた内容で出力できること。

297
各保健指導対象者の健診（検診）データに対応し、その人にふさわしい
学習教材が出力できること。

298 学習教材は随時更新でき、独自の教材も追加できること。

299
成人検診システムに蓄積した健診（検診）データは、そのまま分析・集
計機能で使用できること。

300
健診（検診）結果データとレセプトデータを突合して集計・分析ができ
ること。

301 健診の個人経年表にあわせて、レセプトの治療歴を一覧できること。

302
集団の状況が一目で把握できるように、トップ画面には次の概要を示す
ことができること。（健診の受診率、健診データの分布、階層化判定結
果、腎機能判定結果、心血管病リスク判定結果などのグラフ）

303
各種条件、経年検索等複数の検索手段が用意されており、その検索結果
を一覧に表示できること。

304
健診受診者の個人経年表が表示できること。また、個人経年表の表示項
目が編集・追加できること。

305 腎機能に注目した分類結果の集計が表示できること。

306 心血管病リスクに注目した分類結果の集計が表示できること。

307 重症化が予想される人別に保健指導対象者が登録できること。

308 重症化予防の条件が設定できること。

309
危険因子判定の判定ルールの一覧表示ができること。また、担当者が判
定ルールの登録・編集・削除が自由にできること。

310
担当者が腎機能判定内容の説明および判定方法の設定変更を自由にで
きること。

311 その他 受診券、利用券の採番の初期値を設定できること。

312 検査項目の標準値・指導域・受診域の修正ができること。

313
『特定健診の電子的なデータ標準様式 特定健診情報ファイル仕様説
明書』に基づいた XML形式の特定健診結果情報を取り込むことができ
ること。

314
『特定健診の電子的なデータ標準様式 特定健診情報ファイル仕様説
明書』に基づいた XML形式の特定保健指導結果情報を取り込むことが
できること。

315
特定健診結果（実測値、問診、階層化結果、個人情報）等、出力項目を
指定して CSV 出力できること。また指定した条件は保存できること。

316
個人ごとに受診券発行状況や受診状況、特定保健指導利用状況が台帳形
式で参照できること。



xii

No. 大項目 小項目 要件

317
予防接種 情報 予防接種情報（ワクチン区分・費用負担額・時期回数・対象年齢等）が

管理できること。

318
ワクチンの情報については、ロットNo、製薬会社、検定合格日、有効
年月日等が管理できること。

319 入力時に二重接種についてのエラーチェックができること。

320 入力時に接種間隔についてのエラーチェックができること。

321 入力時に対象月齢についてのエラーチェックができること。

322 予防接種ごとに接種不可の情報を管理できること。

323 定期外や任意接種の情報も管理できること。

324
ワクチン種類間の接種間隔や前回接種日からの経過等を考慮して接種
対象者を抽出できること。

325 対象者への通知年月日が管理できること。

326 接種結果が管理できること。

327 当日未接種者の管理ができること。

328 他自治体での接種者の管理ができること。

329 個人ごとに予防接種に関する特記事項を入力できること。

330
接種結果の参照時に個人ごとの接種状況が確認できる履歴が参照でき
ること。

331
接種結果の参照時に同一世帯員の予防接種情報を容易に参照できるこ
と。

332 接種日時点で、接種対象者が住民であるかチェックできること。

333 接種対象者が接種対象年齢の範囲内であるかチェックできること。

334
予防接種状況一覧で、接種年月日・接種状況・接種場所・接種医師・接
種結果・ロット番号・接種量が参照できること。

335 未接種者は指定日時点の住民に限定して抽出できること。

336 複数の予防接種種類を条件に未接種者を抽出できること。

337 高齢者インフルエンザの管理ができること。

338
新規の予防接種が追加された場合、システムに追加登録し、管理項目と
して使用できること。

339
条件指定して対象者を抽出し、複数人に対して一括で接種結果を登録で
きること。

340 高齢者肺炎球菌の管理ができること。

341
帳票 対象者の一覧表が印刷できること。その際、接種済対象者を除外できる

こと。

342
対象者の一覧表を印刷する際、前回接種が完了している対象者のみの一
覧表が印刷できること。

343 対象者へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。

344 未接種対象者の一覧表が印刷できること。

345 未接種対象者へのお知らせ文、宛名ラベルが印刷できること。
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346
予防接種 帳票 対象年齢外接種・接種間隔不正・接種回数不正・MR重複接種・ワクチ

ン有効期間切れ・問診回数不正・接種順不正・前回接種未登録・ワクチ
ン種別不正等のエラーリストが印刷できること。

347 複数の接種種類にまたがった接種状況を一覧表で印刷できること。

348 個人ごとの予防接種台帳が印刷できること。

349 接種時期表が印刷できること。

350 接種済証明書を出力できること。

351
統計 医療機関ごとの予防接種の接種人数の集計表および接種者名簿が出力

できること。
352 医療機関向けに請求書データが作成できること。

353 地域保健報告に対応した集計表が印刷できること。

354 対象年度の学齢別の接種人数の集計表が印刷できること。

355 指定した接種結果の項目を CSV 形式で出力できること。

356 指定されたフォーマットで予防接種結果が一括取り込みできること。


