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1. はじめに 

本書は、感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）の「症候群サーベイランスシステ

ム」に関する、医療機関向けの操作マニュアルです。 

 

1.1 用語の説明 

本書で使用する用語について、表 1-1に説明します。 

表 1-1 用語一覧 

項番 用語 意味 

1 本システム 症候群サーベイランスシステム 

2 厚労省 厚生労働省 

3 感染研 国立感染症研究所 感染症情報センター 

4 県・市 都道府県／政令指定都市 

5 地衛研 地方衛生研究所及び地方感染症情報センター 

 

 

1.2 関連文書の説明 

 本書に関連する文書はありません。 

 

1.3 制限事項、注意事項の説明 

 

1.3.1 ログイン／ログアウト 

（１） 利用者ＩＤ、パスワードを忘れた場合には、都道府県／政令指定都市、並びに感

染症地方情報センターのシステムアドミニストレーターに連絡してください。 

（２） システムを終了するときには、ブラウザの「閉じる」（右上の『×ボタン』）で終

了してください。 

 

1.3.2 ブラウザでの操作 

（１） ブラウザの「戻る」「進む」ボタンは使用しないでください。 

（「戻る」「進む」ボタンをクリックした場合、最新のデータが表示されない等、 

誤動作の原因となります。） 

（２） カレンダーウィンドウを移動する場合には、ショートカットを作成する（カレン

ダーウィンドウのアイコンをドラッグ＆ドロップする）状態にならないように注

意してください。 

（カレンダーウィンドウのアイコンをドラッグ＆ドロップすると、カレンダー

ウィンドウが表示されない等、誤動作の原因となります。） 
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1.3.3 システムの環境 

（１） ブラウザは Internet Explorer11（32bit／64bit）のみのサポートとなります。 

（２） Adobe Readerは Adobe Reader DCのみのサポートとなります。 

（３） OSは Windows7(32Bit)、Windows7(64Bit)、Windows8.1(32Bit)、Windows8.1(64)、

Windows10(32Bit)、Windows10(64Bit)のみのサポートとなります。 

（４） ブラウザのスクリプト、クッキー、ポップアップを有効にしてください。 

 

1.3.4 その他 

（１） 60 分間操作しないと、セキュリティを確保するためにセッションタイムアウト

になります。 

この場合は再度感染症サーベイランスメニューから症候群サーベイランスシス

テムメニュー（医療機関メニュー）へ入りなおす必要があります。 

（２） 半角カタカナは、誤動作や文字化けの原因となりますので、入力しないでくださ

い。 

（３） データ入力の際に指定する日付が「報告日」から「発症日」に変更されました。 

感染症の疑似症の届出は、「診断後直ちに」となっているため、報告日と診断日

（発症日）を同義として考え、従来は「報告日」としておりましたが、報告（シ

ステム入力）のタイムラグが生じる場合を想定し、システム上、発症日とするよ

うにしました。 
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2. 画面フロー 

本システムの画面フローを説明します。 

ログイン メニュー

データ入力

データ修正

データ削除

登録データ参照

集計データ参照

＜初回ログイン＞

ログイン 担当者情報登録 メニュー

＜通常ログイン＞

 

図 2-1 

図 2-2 
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3. システムへのログイン 

本章では、症候群サーベイランスシステムへのログイン方法を説明します。 

 

3.1 URLについて 

次の URLをブラウザのアドレスバーに入力し、［Enter］キーを押してください。 

 https://nesid4g.mhlw.go.jp/SSWeb/hospital_syndrome_survei.html 

 

 

3.2 ログイン画面 

 症候群サーベイランスシステムにログインします。 

利用者ＩＤ、パスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。 

初期ログインの場合、医療機関初期登録画面が表示されます。 

 初期ログイン後は、メニュー画面が表示されます。 

 

 

図 3-1 
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1） サーベイランス 

 参加するサーベイランスを選択します。 

 

2） 医療機関コード 

 医療機関コードを入力します。都道府県／政令指定都市から連絡のあったものを使

用します。 

 

3） パスワード 

 医療機関のパスワードを入力します。初回ログインでは、都道府県／政令指定都市

から連絡のあったパスワードを使用します。医療機関初期登録画面、または担当者情

報修正画面でパスワードを変更した後は、変更後のパスワードを使用します。 

 

4） ログインボタン 

 本システムにログインします。 

 初期パスワードでログインした場合には、医療機関初期登録画面で初期パスワードを

変更します。 

初期パスワードの変更後は、メニュー画面が表示されます。 

 

5） 汎用サーベイランスシステムリンク 

 汎用サーベイランスシステムのログイン画面を表示します。 

 



 TJBCH1566077 

 - 6 - 

 

3.3 医療機関初期登録 

 初期パスワードでログインすると、医療機関初期登録画面が表示されます。 

電話番号、内線、ＦＡＸ、連絡先、パスワード、確認を入力し、担当窓口情報登録ボ

タンをクリックします。登録確認画面が表示されます。 

 

  

図 3-2 

 

1） サーベイランス 

医療機関が参加しているサーベイランスの名称を表示します。 

 

2） 都道府県／政令指定都市 

医療機関を管轄している都道府県／政令指定都市の名称を表示します。 

 

3） 管轄保健所 

医療機関を管轄している保健所の名称を表示します。 

 

4） 医療機関 

医療機関の名称を表示します。 
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5） 住所 

医療機関の住所を表示します。 

 

6） 医療機関規模 

医療機関の規模を表示します。 

 

7） 電話番号 

 連絡先との連絡が可能な電話番号を入力します。 

 数字、カッコ、ハイフンのみ、入力可能です 

 電話番号は、必須入力項目です。 

 

8） 内線 

 連絡先との連絡が可能な内線番号を入力します。 

 数字のみ、入力可能です。 

 内線は、必須入力項目ではありません。 

 

9） ＦＡＸ 

 連絡先との連絡が可能なＦＡＸ番号を入力します。 

 数字、カッコ、ハイフンのみ、入力可能です 

 ＦＡＸは必須入力項目ではありません。 

 

10） 連絡先 

サーベイランスに関する医療機関への連絡先（担当者の氏名）を入力します。 

連絡先は、必須入力項目です。 

 

11） パスワード 

パスワードを入力します。 

パスワードのルールは次のとおりです。 

・桁数は６桁～１２桁です 

・ログイン IDと同一のパスワードは使用できません。 

・前回のパスワードと同一のパスワードは使用できません 

・初期パスワードと同一のパスワードは使用できません 

・同じ文字を連続 (３文字以上) 入力することはできません 

・次の４種類の文字の中から、２種類以上を使用してください 

  ①英字（大文字） 
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  ②英字（小文字） 

  ③数字 

  ④特殊文字 

   「-」「.」「:」「_」 

 

12） 確認 

入力したパスワードを確認するために、再度パスワードを入力します。 

パスワードの入力内容と、確認の入力内容は、一致していなければなりません。 

 

13） 担当窓口情報登録ボタン 

各項目の入力が完了したら、担当窓口情報登録ボタンをクリックします。 

登録確認画面が表示されます。 

 

14） ログアウトリンク 

医療機関初期登録をキャンセルし、システムが終了します。 
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3.4 医療機関初期登録(登録確認) 

 

医療機関初期登録画面で入力した内容を確認します。 

入力した内容に問題がなければ、担当窓口情報登録確認ボタンをクリックします。 

入力した内容がＤＢに登録されます。 

次回以降ログインする場合には、ログイン後に表示される画面は、メニュー画面になり

ます。 

 

  

図 3-3 

 

 

1） 担当窓口情報登録確認ボタン 

画面入力した内容で、ＤＢに登録します。 

メニュー画面が表示されます。 

 

2） 戻るボタン 

医療機関初期登録画面に戻ります。 
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4. メニュー 

本章では、メニュー画面の操作方法を説明します。 

 

 

4.1 メニュー画面 

 各機能を選択します。 

 

 

図 4-1 

 

1） サーベイランス名称 

 ログイン画面で選択したサーベイランスの名称を表示します。 

 

2） データ入力リンク 

 データ入力画面を表示します。 

 

3） データ修正リンク 

 データ修正画面を表示します。 
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4） データ削除リンク 

 データ削除画面を表示します。 

 

5） データインポートリンク 

 データインポート画面を表示します。 

 

6） 登録データ参照リンク 

 登録データ参照画面を表示します。 

 

7） 集計データ参照リンク 

 集計データ参照画面を表示します。 

 

8） 担当者情報修正リンク 

担当者情報修正画面を表示します。 

 

9） マニュアルリンク 

マニュアル画面を表示します。 

 

10） ＦＡＱリンク 

ＦＡＱ画面を表示します。 

 

11） ログアウトリンク 

システムを終了します。 
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5. データ入力 

本章では、データ入力機能の操作方法を説明します。 

データ入力には、ラインリスティング方式と、サマリー方式の、２つの入力方式がありま

す。 

 

5.1 発症日選択 

 

5.1.1 発症日選択画面 

発症日を入力し、発症日選択ボタンをクリックします。 

 

  

図 5-1 

 

 

1） サーベイランス 

 ログイン画面で選択したサーベイランスが表示されます。 
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2） カレンダー 

 発症日を選択します。 

 手入力することも可能です。 

 発症日の入力可能な範囲は次のとおりです。 

① サーベイランス終了日未設定の場合 

サーベイランスの開始日≦発症日≦システム日付 

② サーベイランス終了日設定済の場合 

サーベイランスの開始日≦発症日≦サーベイランス終了日 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

4） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

 ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 発症日選択ボタン 

 発症日選択ボタンをクリックすることにより、発症日が確定されます。 

 

7） メニューへ戻るボタン 

 データ入力をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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5.2 ラインリスティング方式の入力 

 

5.2.1 報告症例有無登録 

 

5.2.1.1 報告症例有無登録画面 

選択された発症日の、報告対象となる症例の有無を登録します。 

 

 

 

図 5-2 

 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 
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3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 報告症例有無ラジオボタン 

選択された発症日の、報告症例の有無を選択します。 

 

7） 登録ボタン 

報告症例の有無を登録します。 

報告症例有りが選択された場合、ラインリスティングデータの入力画面を表示します。 

 

8） 発症日選択へ戻るボタン 

データ入力をキャンセルし、発症日選択画面へ戻ります。 
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5.2.2 データ入力(ラインリスティング） 

 

5.2.2.1 データ追加(ラインリスティング)画面 

一人一人の患者情報を入力します。 

 

 

 

図 5-3 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 
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4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群分類 

対象となる症候群分類を選択します。 

 

7） 年齢群 

年齢群を選択します。 

サーベイランスの登録時に、年齢群のパタンで「実年齢」設定された場合には、実年

齢を手入力します。 

8） 性別 

性別を選択します。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、性

別は表示されません。 

 

9） 市区町村 

 市区町村名を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 文字ま

で入力できます。 

 

10） コメント１ 

 コメント１を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 文字ま

で入力できます。 

 

11） コメント２ 

 コメント２を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 文字ま

で入力できます。 

 

12） コメント３ 

コメント３を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 文字まで

入力できます。 
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13） データ登録ボタン 

１件分の入力が完了したら、データ登録ボタンをクリックします。 

入力したデータが画面上クリアされ、次のデータを入力できるようになります。 

 

14） 登録データ確認ボタン 

 対象発症日の全てのデータを入力したら、登録データ確認ボタンをクリックします。 

 データ入力確認画面が表示されます。 

 

15） 発症日選択へ戻るボタン 

 データ入力をキャンセルし、発症日選択画面へ戻ります。 
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5.2.3 データ入力確認(ラインリスティング方式) 

 

5.2.3.1 データ入力確認画面(ラインリスティング方式)について 

ラインリスティング方式で入力したデータを確認します。 

 

 

 

図 5-4 

 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 
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4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 入力データ一覧の項番 

 入力したデータの一連番号が表示されます。 

 

7） 入力データ一覧の症候群 

 入力したデータの症候群が表示されます。 

 

8） 入力データ一覧の年齢群 

 入力したデータの年齢群が表示されます。 

 

9） 入力データ一覧の性別 

 入力したデータの性別が表示されます。 

 

10） 入力データ一覧の市区町村 

 入力したデータの市区町村が表示されます。 

 

11） 入力データ一覧のコメント１ 

 入力したデータのコメント１が表示されます。 

 

12） 入力データ一覧のコメント２ 

 入力したデータのコメント２が表示されます。 

 

13） 入力データ一覧のコメント３ 

 入力したデータのコメント３が表示されます。 
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14） ＰＤＦ出力ボタン 

 入力したデータの一覧表のＰＤＦファイルを出力します。 

 ＰＤＦファイルの出力イメージは、次のとおりです。 

 

  

 

図 5-5 

 

 

 

15） データ追加へ戻るボタン 

 データ追加画面へ戻ります。 
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5.3 サマリー方式の入力 

 

5.3.1 データ入力(サマリー方式)画面 

サマリー方式によるデータの入力を行ないます。 

 

 

 

図 5-6 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 
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4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群別・年齢群別・男女別・患者数 

各症候群別、年齢群別、男女別に、患者数を入力します。合計欄の数字は、自動的に

更新されます。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、男

女別の入力は行いません。 

患者数の入力フィールドを Tabキーで移動すると、上書きモードで入力できるように

なります。 

各症候群と性別はスクロール毎に表示されます。 

 

7） データ登録ボタン 

 データ登録ボタンをクリックすると、画面入力したデータをＤＢに登録したのち、発

症日選択画面を表示します。 

 

8） 発症日選択へ戻るボタン 

 データ入力をキャンセルして、発症日選択画面へ戻ります。 
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6. データ修正 

 

6.1 データ修正(検索条件指定) 

 

6.1.1 データ修正(検索条件指定)画面 

検索条件を指定し、データ修正を行ないます。 

 

 

図 6-1 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） カレンダー 

 修正するデータの発症日を選択します。 

 日付けを手入力することも可能です。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する、都道府県／政令指定都市を表示します。 
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4） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する、保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

 ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群分類 

症候群分類を選択します。 

全症候群をチェックすると、当該サーベイランスで実施されている、すべての症候群

が選択されたことになりますが、検索時間が長くなるため、個別に選択することを推奨

します。 

 

7） 登録データ検索ボタン 

 設定された検索条件で、登録データを検索します。検索条件に該当するデータが存在

すれば、データの修正画面が表示されます。 

 

8） メニューへ戻るボタン 

 データ修正をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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6.2 ラインリスティング方式で入力されたデータの修正 

 

6.2.1 データ修正(対象データ選択) 

 

6.2.1.1 データ修正(対象データ選択)画面 

ラインリスティング方式で入力されたデータの一覧表が表示されます。 

修正するデータの項番(リンク)をクリックします。 

 

 

 

図 6-2 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

 選択されている発症日を表示します。 
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3） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

4） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

 ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群分類 

 選択されている症候群分類を表示します。 

 

7） 入力データ一覧の項番リンク 

 入力したデータの項番が表示されます。 

修正するデータの項番をクリックすると、ラインリスティング入力データの修正画面

が表示されます。 

 

8） 入力データ一覧の症候群 

 入力したデータの症候群が表示されます。 

 

9） 入力データ一覧の年齢群 

 入力したデータの年齢群が表示されます。 

 

10） 入力データ一覧の性別 

 入力したデータの性別が表示されます。 

 

11） 入力データ一覧の市区町村 

 入力したデータの市区町村が表示されます。 

 

12） 入力データ一覧のコメント１ 

 入力したデータのコメント１が表示されます。 

 

13） 入力データ一覧のコメント２ 

 入力したデータのコメント２が表示されます。 
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14） 入力データ一覧のコメント３ 

 入力したデータのコメント３が表示されます。 

 

15） 検索条件指定へ戻るボタン 

 データ修正をキャンセルし、検索条件指定画面へ戻ります。 
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6.2.2 データ修正 ( ラインリスティング方式 ) 

 

6.2.2.1 データ修正(ラインリスティング方式)画面 

一人一人の患者情報を修正します。 

 

 

 

図 6-3 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 

 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 
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4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 

 

5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群分類 

対象となる症候群分類を選択します。 

 

7） 年齢群 

年齢群を選択します。 

サーベイランスの登録時に、年齢群パタンで「実年齢」が設定された場合には、実年

齢を手入力します。 

 

8） 性別 

性別を選択します。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、性

別は表示されません。 

 

9） 市区町村 

 市区町村名を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 バイト

まで入力できます。 

 

10） コメント１ 

 コメント１を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 バイト

まで入力できます。 

 

11） コメント２ 

 コメント２を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 バイト

まで入力できます。 

 

12） コメント３ 

コメント３を入力します。入力できる文字は、半角文字と全角文字です。100 バイト

まで入力できます。 
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13） データ修正ボタン 

１件分の入力が完了したら、データ修正ボタンをクリックします。 

対象データ選択画面へ戻ります。 

 

14） 対象データ選択へ戻るボタン 

 データ修正をキャンセルし、対象データ選択画面へ戻ります。 
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6.3 サマリー方式で入力されたデータの修正 

 

6.3.1 データ修正(サマリー方式)画面について 

 サマリー方式によるデータの修正を行ないます。 

 

 

 

図 6-4 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） 発症日 

選択されている発症日を表示します。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

ログインしている医療機関を管轄する都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

4） 管轄保健所 

ログインしている医療機関を管轄する保健所を表示します。 
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5） 医療機関 

ログインしている医療機関を表示します。 

 

6） 症候群別・年齢群別・男女別・患者数 

各症候群別、年齢群別、男女別に、患者数を入力します。合計欄の数字は、自動的に

更新されます。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、男

女別の入力は行いません。 

患者数の入力フィールドを Tabキーで移動すると、上書きモードで入力できるように

なります。 

各症候群と性別はスクロール毎に表示されます。 

 

7） データ修正ボタン 

 データ修正ボタンをクリックすると、画面入力したデータがＤＢに登録され、検索条

件指定画面へ戻ります。 

 

8） 検索条件指定へ戻るボタン 

 データ修正をキャンセルして、検索条件指定画面へ戻ります。 
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7. データ削除 

 

7.1 データ削除(対象データ選択)画面について 

検索条件を指定し、該当データを一覧表示したのち、削除する対象データを指定し、

データ削除を行ないます。対象となるデータは、ラインリスティング方式の入力データ

です。 

 

 

 

図 7-1 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） カレンダー 

 修正するデータの発症日を選択します。 

 日付けを手入力することも可能です。 

 

3） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する、都道府県／政令指定都市を選択します。 
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4） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する、保健所を選択します。 

 

5） 医療機関 

 ログインしている医療機関を選択します。 

 

6） 症候群分類 

症候群分類を選択します。 

全症候群をチェックすると当該サーベイランスで実施されている、すべての症候群が

選択されたことになりますが、検索時間が長くなるため、個別に指定することを推奨し

ます。 

 

7） 登録データ検索ボタン 

 設定された検索条件で、登録データを検索します。 

 

8） 削除(チェックボックス)  

削除するデータの削除欄をチェックします。 

 

9） 症候群 

当該データの症候群分類を表示します。 

 

10） 年齢群 

当該データの年齢群を表示します。 

 

11） 性別 

当該データの性別を表示します。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、性

別は表示されません。 

 

12） 市区町村 

 当該データの市区町村名を表示します。 
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13） コメント１ 

 当該データのコメント１を表示します。 

 

14） コメント２ 

 当該データのコメント２を表示します。 

 

15） コメント３ 

当該データのコメント３を表示します。 

 

16） データ削除ボタン 

 指定されたデータをＤＢから削除します。 

 

17） メニューへ戻るボタン 

 データ削除をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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8. データインポート 

本章では、データインポート機能の操作方法を説明します。 

 

8.1 データインポート画面 

 ラインリスティング方式のデータをＣＳＶファイルから取り込みます。 

 インポートするファイルを選択し、データ送信ボタンをクリックします。 

 

  

図 8-1 

 

1） サーベイランス 

 データインポートを行なう対象となるサーベイランスを選択します。 

 

2） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する、都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

3） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する、保健所を表示します。 
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4） 医療機関 

 ログインしている医療機関を表示します。 

 

5） 参照ボタン 

 データインポートを行なうＣＳＶファイルを選択します。 

 

6） データ送信ボタン 

 データインポートを行なうＣＳＶファイルを選択した後、データ送信ボタンをクリッ

クします。 

 ＣＳＶファイルを読み込み、ＤＢに登録されます。 

 ＣＳＶデータ１００件当たり、３０秒～４０秒程度の時間がかかります。 

 

7） メニューへ戻るボタン 

データインポートをキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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8.2 インポートするファイルのレイアウト 

 

インポートするファイルのレイアウトは下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

図 8-2 

 

 

 

各項目の説明は下表をご参考願います。 

 

表 8-1 

行列

番号 
フィールド名 桁数 説明 

n-1 サーベイ_年 半角 4桁 位置：n行 1列 データ：サーベイ_年 

n-2 サーベイ_通番 半角 4桁 位置：n行 2列 データ：サーベイ_通番 

n-3 医療機関コード 半角 9桁 位置：n行 3列 データ：医療機関コード 

n-4 発症日 半角 8桁 位置：n行 4列 データ：発症日(YYYYMMDD) 

n-5 報告連番 半角 4桁 位置：n行 5列 データ：報告通番 

n-6 症候群コード 半角 2桁 位置：n行 6列 データ：患者の症候群コード 

n-7 年齢群コード 半角 2桁 位置：n行 7列 データ：患者の年齢群コード 

n-8 性別コード 半角 1桁 位置：1行 8列 データ：患者の性別コード 

n-9 市区町村名 全角 50桁 

／半角 100桁 

位置：1行 9列 データ：患者の市区町村名 

n-10 コメント 1 全角 50桁 

／半角 100桁 

位置：1行 10列 データ：患者のコメント 1 

n-11 コメント２ 全角 50桁 

／半角 100桁 

位置：1行 11列 データ：患者のコメント 2 

n-12 コメント３ 全角 50桁 

／半角 100桁 

位置：1行 12列 データ：患者のコメント 3 

        

      ※ n はデータの件数 
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9. 登録データ参照 

本章では、登録データ参照機能の操作方法を説明します。 

 

9.1 登録データ参照画面について 

医療機関で入力されたデータを参照します。 

 

 

 

図 9-1 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） カレンダー 

 参照する発症日の開始日と終了日を選択します。開始日、終了日は必須入力となりま

す。 

 日付けを手入力することも可能です。 
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3） 症候群分類 

症候群分類を選択します。 

 

4） 都道府県／政令指定都市 

 ログインしている医療機関を管轄する、都道府県／政令指定都市を表示します。 

 

5） 管轄保健所 

 ログインしている医療機関を管轄する、保健所を表示します。 

 

6） 医療機関 

 ログインしている医療機関を表示します。 

 

7） 登録データ検索ボタン 

 設定された検索条件で、登録データを検索します。 

 

8） ラインリスティング入力データ 

 

図 9-2 

 

 

(a) 日付 

検索したデータの発症日を表示します。 

(b) 都道府県／政令指定都市 

検索したデータの都道府県／政令指定都市を表示します。 

(c) 管轄保健所 

検索したデータの管轄保健所を表示します。 

(d) 医療機関 

検索したデータの医療機関を表示します。 

(e) 年齢群 

検索したデータの年齢群を表示します。 

(f) 性別 

検索したデータの性別を表示します。 
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サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、性別は表

示されません。 

(g) コメント１ 

検索したデータのコメント１を表示します。 

(h) コメント２ 

 検索したデータのコメント２を表示します。 

(i) コメント３ 

検索したデータのコメント３を表示します。 

 

9） サマリー入力データ 

 

図 9-3 

 

 

(a) 都道府県／政令指定都市 

検索したデータの都道府県／政令指定都市を表示します。 

(b) 管轄保健所 

検索したデータの管轄保健所を表示します。 

(c) 医療機関 

検索したデータの医療機関を表示します。 

(d) 発症日 

検索したデータの発症日を表示します。 

(e) 症候群別・年齢群別・男女別報告数 

各症候群別、年齢群別、男女別に、患者数を表示します。 

サーベイランスの登録時に、性別入力の有無で、「無し」が設定された場合には、男女別の表

示は行いません。 

年齢群が「実年齢」の場合は、スクロールをするとその途中で発症日、男女別、合計のラベ

ルを表示します。 
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10） ＰＤＦ出力ボタン 

 検索結果のＰＤＦファイルを出力します。 

 ＰＤＦファイルの出力イメージは、次のとおりです。 

 

 

図 9-4 

 

11） ＣＳＶ出力ボタン 

 検索結果をＣＳＶファイルへ出力します。 

 

12） メニューへ戻るボタン 

登録データ参照をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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9.2 制限事項 

 

9.2.1 参照できるデータの範囲 

登録データ検索では、各所属組織によって参照できる範囲が異なります。 

参照できる範囲は、下表のとおりです。 

 

表 9-1 

 データ入力元 

Ａ県Ｂ医療機

関 
Ａ県Ｃ医療機関 

Ｄ県Ｅ医療機

関 

組

織 

厚生労働省 ○ ○ ○ 

国立感染症研究所 ○ ○ ○ 

都道府県・政令指定都市(A

県) 
○ ○ × 

地方衛生研究所・地方感染

症情報センター（A県） 
○ ○ × 

地方衛生研究所・地方感染

症情報センター（Ｄ県） 
× × ○ 

Ａ県保健所(Ｂ医療機関を

所轄する保健所) 
○ × × 

Ｄ県保健所(Ｅ医療機関を

所轄する保健所) 
× × ○ 

Ａ県Ｂ医療機関 ○ × × 

Ａ県Ｃ医療機関 × ○ × 

Ｄ県Ｅ医療機関 × × ○ 

凡例）○：参照可 

×：参照不可 

 

9.2.2 ラインリスティングデータの表示順 

日付、コメント１、年齢群の順でソートして表示します。 
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9.2.3 登録データ参照の対象データ 

ラインリスティング入力データ、サマリー入力データともに、登録データ参照の対象

データとなります。 

検索した期間の中で、どちらか一方のデータしか存在しない場合には、存在している

データのみが表示されます。 

ラインリスティング入力データ、サマリー入力データともに存在すれば、両方のデー

タが表示されます。この場合、ラインリスティング入力データの後に、サマリー入力デ

ータが表示されます。表示される画面イメージは、下図のとおりです。 

 

 

 

図 9-5 
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10. 集計データ参照 

本章では、集計データ参照機能の操作方法を説明します。 

 

10.1 集計データ参照画面について 

医療機関で入力されたデータを、国、都道府県／政令指定都市、管轄保健所、医療機

関、の単位で集計した結果を参照します。 

 

 

 

図 10-1 

 

 

 

1） サーベイランス 

選択されているサーベイランスを表示します。 

 

2） カレンダー 

 集計期間の開始日と終了日を選択します。開始日、終了日は必須入力となります。 

 日付けを手入力することも可能です。 
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3） 症候群分類 

症候群分類を選択します。 

 

4） 集計対象 

 集計対象を選択します。選択した集計対象によって、検索条件の設定項目が異なりま

す。 

 

(a) 国を選択した場合 

 

図 10-2 

 

(i) 検索条件に設定する項目はありません。 

 

(b) 都道府県／政令指定都市を選択した場合 

 

図 10-3 

 

(i) 都道府県／政令指定都市を選択します。 

全都道府県／政令指定都市をチェックすると、サーベイランスに参加しているすべて

の都道府県／政令指定都市別に、集計したデータを検索しますが、検索時間が長くなる

ため、個別に選択することを推奨します。 
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(c) 保健所を選択した場合 

 

図 10-4 

 

(i) 都道府県／政令指定都市を選択します。 

全都道府県／政令指定都市をチェックすると、サーベイランスに参加しているすべて

の都道府県／政令指定都市の保健所別に、集計したデータを検索しますが、検索時間が

長くなるため、個別に選択することを推奨します。 

(ii) 保健所を選択します。 

全保健所をチェックすると、当該都道府県／政令指定都市のすべての保健所別に、集

計したデータを検索しますが、検索時間が長くなるため、個別に選択することを推奨し

ます。 

 

(d) 医療機関を選択した場合 

 

図 10-5 

 

 

(i) 検索条件に設定する項目はありません。 
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5） 集計データ検索ボタン 

 設定された検索条件で、集計データを検索します。 

 

6） ＰＤＦ出力ボタン 

 検索結果のＰＤＦファイルを出力します。 

 ＰＤＦファイルの出力イメージは、次のとおりです。 

 

 

図 10-6 
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7） グラフ(折れ線)出力ボタン 

 検索結果の折れ線グラフを、ＰＤＦファイルで出力します。 

 ＰＤＦファイルの出力イメージは、次のとおりです。 

 

 

図 10-7 

 

集計の範囲により横軸の日付けの表示が以下のようになります。 

 

対象集計期間が 35 日以内  ：横軸に日付(MM/DD 形式)を表示 

対象集計期間が 36 日～97 日以下 ：横軸に毎月曜日の日付(MM/DD 形式)を表示 

対象集計期間が 98 日以上は横軸 ：毎月 1 日の日付(YYYY/MM/DD)を表示 

 

※対象集計期間が 1年 2ヶ月を超えると、日付けが重なって表示されてしまいます。 
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8） グラフ(積上げ)出力ボタン 

 検索結果の積上げ棒グラフを、ＰＤＦファイルで出力します。 

 ＰＤＦファイルの出力イメージは、次のとおりです。 

 

 

図 10-8 

年齢群が実年齢の場合は、5歳刻みで集計した積上げグラフを表示します。 

 

9） ＣＳＶ出力ボタン 

 検索結果をＣＳＶファイルへ出力します。 

 

10） メニューへ戻るボタン 

集計データ参照をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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10.2 制限事項 

集計データ検索では、各所属組織によって参照できる範囲が異なります。 

参照できる範囲は、下表のとおりです。 

 

表 10-1 

 集計データ 

Ａ県Ｂ

医療機

関 

Ａ県Ｃ

医療機

関 

Ｄ県 E

医療機

関 

Ａ県保

健所管

轄医療

機関 

Ｄ県保

健所管

轄医療

機関 

Ａ県全

医療機

関 

 

Ｄ県全

医療機

関 

 

全国  

組

織 

厚生労働省 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

国立感染症研究所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

都道府県・政令指定都市

(Ａ県) 
○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

都道府県・政令指定都市

(Ｄ県) 
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

地方衛生研究所・地方感

染症情報センター（Ａ

県） 

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

地方衛生研究所・地方感

染症情報センター（Ｄ

県） 

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ａ県保健所（Ｂ医療機関

の管轄保健所） 
○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｄ県保健所（Ｅ医療機関

の管轄保健所） 
× × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ａ県Ｂ医療機関 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

Ａ県Ｃ医療機関 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｄ県Ｅ医療機関 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

凡例）○：参照可 

×：参照不可 
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11. 担当者情報修正 

11.1 担当者情報修正画面 

電話番号、内線、ＦＡＸ、連絡先、パスワード、確認を入力し、担当窓口情報登録ボ

タンをクリックします。 

 

 

図 11-1 

 

1） サーベイランス 

医療機関が参加しているサーベイランスの名称を表示します。 

 

2） 都道府県／政令指定都市 

医療機関を管轄している都道府県／政令指定都市の名称を表示します。 

 

3） 管轄保健所 

医療機関を管轄している保健所の名称を表示します。 
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4） 医療機関 

医療機関の名称を表示します。 

 

5） 住所 

医療機関の住所を表示します。 

 

6） 医療機関規模 

医療機関の規模を表示します。 

  

7） 電話番号 

  連絡先との連絡が可能な電話番号を入力します。 

  数字、カッコ、ハイフンのみ、入力可能です 

  電話番号は、必須入力項目です。 

 

8） 内線 

  連絡先との連絡が可能な内線番号を入力します。 

  数字のみ、入力可能です。 

  内線は、必須入力項目ではありません。 

  

9） ＦＡＸ 

  連絡先との連絡が可能なＦＡＸ番号を入力します。 

  数字、カッコ、ハイフンのみ、入力可能です 

  ＦＡＸは必須入力項目ではありません。 

 

10） 連絡先 

サーベイランスに関する医療機関への連絡先（担当者の氏名）を入力します。 

連絡先は、必須入力項目です。 
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11） パスワード 

パスワードを入力します。 

パスワードのルールは次のとおりです。 

・桁数は６桁～１２桁です 

・ログイン IDと同一のパスワードは使用できません。 

・前回のパスワードと同一のパスワードは使用できません 

・初期パスワードと同一のパスワードは使用できません 

・同じ文字を連続 (３字以上) 入力することはできません 

・次の４種類の文字の中から、２種類以上を使用してください 

  ①英字（大文字） 

  ②英字（小文字） 

  ③数字 

  ④特殊文字 

   「-」「.」「:」「_」 

 

12） 確認 

入力したパスワードを確認するために、再度パスワードを入力します。 

パスワードの入力内容と、確認の入力内容は、一致していなければなりません。 

 

13） 担当者情報修正ボタン 

各項目の入力が完了したら、担当者情報修正ボタンをクリックします。 

入力された情報をＤＢに登録した後、メニュー画面を表示します。 

 

14） メニューへ戻るボタン 

担当者情報修正をキャンセルし、メニュー画面へ戻ります。 
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12. メッセージ一覧 

本システムが表示するメッセージを一覧に示します。「別紙 メッセージ一覧」をご参考くだ

さい。 
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変更記録 

 

No 日  付 変  更  内  容 

1.0 2006-04-01 初版発行 

2.0 2008-03-30 2.0 版発行 

医療機関代行入力機能追加に伴う画面遷移変更 

5.2.1 報告症例有無登録 

5.2.2 データ入力(ラインリスティング） 

5.2.3 データ入力確認（ラインリスティング方式） 

5.3.1 データ入力 ( サマリー方式 )画面 

6.2.1 データ修正(対象データ選択) 

6.2.2 データ修正 ( ラインリスティング方式 ) 

6.3.1 データ修正 ( サマリー方式 )画面について 

2.1 2008-06-30 2.1 版発行 

変更記録追加 

3.0 2012-03-06 3.0 版発行 

次期感染症サーベイランスシステム（ＮＥＳＩＤ）による修正 

4.0 2018-02-28 4.0 版発行 

■感染症サーベイランスシステム政府共通プラットフォーム移行等業務一

式 

 


