
出生時届出状況 西暦年度

出生時届出状況 宛名番号

出生時届出状況 出生日

出生時届出状況 更新情報　ユーザーコード

出生時届出状況 更新年月日(西暦)

出生時届出状況 更新時間

出生時届出状況 性別

出生時届出状況 生年月日

出生時届出状況 実施時国保区分

出生時届出状況 今回の妊娠

出生時届出状況 今回の出産

出生時届出状況 母親学級

出生時届出状況 出生時　在胎（週）

出生時届出状況 出生時　在胎（日）

出生時届出状況 体重

出生時届出状況 身長

出生時届出状況 胸囲

出生時届出状況 頭囲

出生時届出状況 出生時　正常・異常

出生時届出状況 備考

出生時届出状況 健診判定

出生時届出状況 母親宛名番号

出生時届出状況 親子ＳＥＱ

出生時届出状況 受診番号

出生時届出状況 請求日（月）

出生時届出状況 体重区分

出生時届出状況 身長区分

出生時届出状況 胸囲区分

出生時届出状況 頭囲区分

出生時届出状況 履歴判定

出生時届出状況 母親の年齢

出生時届出状況 出生順位

出生時届出状況 未熟児養育医療

出生時届出状況 把握方法（旧）

出生時届出状況 訪問依頼日

出生時届出状況 訪問担当

出生時届出状況 里帰りからの帰宅日

出生時届出状況 ハイリスク要因

出生時届出状況 受理日

出生時届出状況 把握方法

スリーシート 西暦年度

スリーシート 宛名番号



スリーシート 訪問日

スリーシート 更新情報　ユーザーコード

スリーシート 更新年月日(西暦)

スリーシート 更新時間

スリーシート 性別

スリーシート 生年月日

スリーシート 月齢

スリーシート 実施時国保区分

スリーシート 健診判定

スリーシート 母親宛名番号

スリーシート 親子ＳＥＱ

スリーシート 受診番号

スリーシート 請求日（月）

スリーシート 身長

スリーシート 体重

スリーシート 胸囲

スリーシート 頭囲

スリーシート 身長区分

スリーシート 体重区分

スリーシート 胸囲区分

スリーシート 頭囲区分

スリーシート 特記事項

スリーシート あなたの体調はいかがですか

スリーシート あなたの気持ちの状態はいかがですか

スリーシート 今回の妊娠についてお尋ねします

スリーシート 今回の妊娠を知ったときの気持ちはいかがですか

スリーシート 今回の出産をした時の気持ちはいかがでしたか

スリーシート これまでに流産や死産、乳児期にお子さんを亡くされたことがあり

スリーシート （７）①夫に相談することができますか

スリーシート （７）②お母さん（実母）に相談することができますか

スリーシート （７）③ご主人やお母さん（実母）の他に相談できる人がいますか

スリーシート あなたが困っているときに協力をお願いできる機関や人はいますか

スリーシート 今までに心理的（精神的）な問題で、精神科（診療内科）を受診し

スリーシート 夫婦仲は良いと思いますか

スリーシート 生活する上で、経済的な悩みがありますか

スリーシート 元来、物事を完ぺきにこなさないと気がすまない方ですか

スリーシート 元来、周囲から、自分がどう思われているか気になる方ですか

スリーシート 元来、困ったときでも、人に頼れない（相談できない）方ですか

スリーシート 几帳面で、義務感や責任菅が強い方ですか

スリーシート あなた自身は、子どもの頃から愛情を受けて育ったという実感があ

スリーシート お子さんのいる生活が始まっていかがですか

スリーシート あなたのお子さんは、どのようなお子さんですか



スリーシート 育児をする中で、困ったり悩んだりすることはありますか

スリーシート 子育てをしていく上で、今の住居や環境に満足していますか

スリーシート 家庭問題で、現在困っていることはありますか

スリーシート 家庭問題で、現在困っていることはありますか

スリーシート 笑うことができたし、物事の面白い面もわかった

スリーシート 物事を楽しみにして待った

スリーシート 物事がうまくいかない時、自分を不必要に責めた

スリーシート はっきりとした理由もないのに不安になったり、心配したりした

スリーシート はっきりとした理由もないのに恐怖に襲われた

スリーシート することがたくさんあって大変だった

スリーシート 不幸せな気分なので、眠りにくかった

スリーシート 悲しくなったり、惨めになったりした

スリーシート 不幸せな気分だったので、泣いていた

スリーシート 自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた

スリーシート EPDS評価点数（自己採点）

スリーシート EPDS判定（自己採点）

スリーシート 自傷リスク

スリーシート 健診時母親年齢

スリーシート １．赤ちゃんをいとしいと感じる

スリーシート ２．赤ちゃんのためにしないといけないことがあるのに

スリーシート ３．赤ちゃんのことが腹立たしくいやになる

スリーシート ４．赤ちゃんに対して何も特別な気持ちがわかない

スリーシート ５．赤ちゃんに対して怒りがこみあげる

スリーシート ６．赤ちゃんの世話を楽しみながらしている

スリーシート ７．こんな子でなかったらなあと思う

スリーシート ８．赤ちゃんを守ってあげたいを感じる

スリーシート ９．この子がいなかったらなあと感じる

スリーシート １０．赤ちゃんをとても身近に感じる

スリーシート １１．なぜ泣いたり、むずかったりしているかわかる

スリーシート １２．泣いたりしている時の自分の感情

スリーシート １３．イライラして赤ちゃんをつねったりたたいたりしたい

スリーシート １４．とても泣きやすい赤ちゃんと感じる

スリーシート １５．赤ちゃんを抱っこしづらいと感じる

スリーシート １～１０までの小計

スリーシート １１～１５までの小計

スリーシート 合計

スリーシート 印象チェック

スリーシート 印象チェック＊の内容

スリーシート 個別担当者の意見

スリーシート 事例のニーズ（カンファレンスで整理されたこと）

スリーシート 今後の関わりの方向性具体的計画

スリーシート EPDS修正点数



スリーシート EPDS判定（修正）

スリーシート メモ

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 性別

４か月児健診 生年月日

４か月児健診 月齢

４か月児健診 実施時国保区分

４か月児健診 実施区分

４か月児健診 医療機関

４か月児健診 出生時　在胎

４か月児健診 出生時　体重

４か月児健診 出生時　身長

４か月児健診 出生時　胸囲

４か月児健診 出生時　頭囲

４か月児健診 出生時　正常・異常

４か月児健診 母乳・ミルク

４か月児健診 母乳・ミルクの１日の回数

４か月児健診 ミルクの１回の量

４か月児健診 子育てについてどのように思われますか

４か月児健診 問診　手のにぎり

４か月児健診 問診　追視

４か月児健診 問診　声の方向を向く

４か月児健診 問診　あやすと笑う

４か月児健診 体重

４か月児健診 身長

４か月児健診 頭囲

４か月児健診 計測　カウプ指数

４か月児健診 診察所見　身体発育の有無

４か月児健診 診察所見　皮膚の有無

４か月児健診 診察所見　頭頸部の有無

４か月児健診 診察所見　視聴覚の有無

４か月児健診 診察所見　胸部の有無

４か月児健診 診察所見　腹部の有無

４か月児健診 診察所見　股関節の有無

４か月児健診 診察所見　外陰部の有無

４か月児健診 診察所見　筋緊張

４か月児健診 診察所見　形態異常の有無



４か月児健診 診察所見　神経学的所見

４か月児健診 診察所見　神経学的所見〔内容〕

４か月児健診 診察所見　定頚

４か月児健診 診察所見　引き起こし

４か月児健診 診察所見　腹臥位

４か月児健診 診察所見　追視

４か月児健診 診察所見　その他の有無

４か月児健診 診察所見　その他〔内容〕

４か月児健診 診察所見　診察医

４か月児健診 診察所見　判定

４か月児健診 相談　発育

４か月児健診 相談　栄養

４か月児健診 相談　育児

４か月児健診 相談　予防接種

４か月児健診 総合判定

４か月児健診 総合判定　〔内容〕

４か月児健診 事後フォロー

４か月児健診 フォロー時期

４か月児健診 指導内容　〔内容〕

４か月児健診 母親宛名番号

４か月児健診 親子ＳＥＱ

４か月児健診 受診番号

４か月児健診 請求日（月）

４か月児健診 胸囲

４か月児健診 身長区分

４か月児健診 体重区分

４か月児健診 胸囲区分

４か月児健診 頭囲区分

４か月児健診 要医療区分（身・精）

４か月児健診 お母さんの気持ちや体の調子

４か月児健診 母親の体調その他

４か月児健診 育児の不安やイライラ

４か月児健診 家族の協力

４か月児健診 家族の協力その他

４か月児健診 1ヶ月の栄養

４か月児健診 精検項目内訳

４か月児健診 精検票発行の有無

４か月児健診 産後、退院後の指導・ケア

４か月児健診 妊娠中の喫煙（母親）

４か月児健診 妊娠中の喫煙本数（母親）

４か月児健診 現在、喫煙していますか（母親）

４か月児健診 現在の喫煙本数（母親）



４か月児健診 現在、喫煙していますか（父親）

４か月児健診 現在の喫煙本数（父親）

４か月児健診 妊娠中の飲酒（母親）

４か月児健診 生後１か月時の栄養法

４か月児健診 この地域で子育てをしたい

４か月児健診 お父さんは育児をしていますか

４か月児健診 ゆったりした気分で過ごせる時間

４か月児健診 育てにくさを感じていますか

４か月児健診 育てにくさを感じた時の解決方法

４か月児健診 親を後追いすることを知っている

４か月児健診 数か月の間に家庭であったこと

４か月児健診 揺さぶられ症候群を知っている

４か月児健診 小児救急電話相談を知っている

４か月児健診 かかりつけの医師を持つ

４か月児健診 妊娠中働いていましたか（母親）

４か月児健診 妊娠中の職場からの配慮

４か月児健診 マタニティマークを知っていた

４か月児健診 マタニティマークを利用したことがある

４か月児健診 新生児聴覚検査

４か月児健診 聴覚検査方法

４か月児健診 聴覚検査結果

４か月児健診 聴覚検査結果内容

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか回数の多い順に

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　身体発育の内容

４か月児健診 診察所見　身体発育の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日



４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　皮膚の内容

４か月児健診 診察所見　皮膚の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　頭頸部の内容

４か月児健診 診察所見　頭頸部の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　視聴覚の内容

４か月児健診 診察所見　視聴覚の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　胸部の内容

４か月児健診 診察所見　胸部の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　腹部の内容

４か月児健診 診察所見　腹部の区分



４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　股関節の内容

４か月児健診 診察所見　股関節の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　外陰部の内容

４か月児健診 診察所見　外陰部の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　形態異常の内容

４か月児健診 診察所見　形態異常の区分

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　紹介状

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間



４か月児健診 フォロー内容

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 ＳＥＱ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 指導内容

４か月児健診 西暦年度

４か月児健診 宛名番号

４か月児健診 受診日

４か月児健診 SEQ

４か月児健診 更新情報　ユーザーコード

４か月児健診 更新年月日(西暦)

４か月児健診 更新時間

４か月児健診 診察所見　その他の内容

４か月児健診 診察所見　その他の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 性別

１０か月児健診 生年月日

１０か月児健診 月齢

１０か月児健診 実施時国保区分

１０か月児健診 実施区分

１０か月児健診 医療機関

１０か月児健診 子育てについてどのように思われますか

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート



１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 ＜未使用＞聴覚アンケート

１０か月児健診 問診　つかまり立ち

１０か月児健診 問診　親指を使ってつまむ

１０か月児健診 体重

１０か月児健診 身長

１０か月児健診 頭囲

１０か月児健診 計測　カウプ指数

１０か月児健診 診察所見　身体発育の有無

１０か月児健診 診察所見　皮膚の有無

１０か月児健診 診察所見　頭頸部の有無

１０か月児健診 診察所見　視聴覚の有無

１０か月児健診 診察所見　胸部の有無

１０か月児健診 診察所見　腹部の有無

１０か月児健診 診察所見　股関節の有無

１０か月児健診 診察所見　外陰部の有無

１０か月児健診 診察所見　筋緊張

１０か月児健診 診察所見　形態異常の有無

１０か月児健診 診察所見　神経学的所見

１０か月児健診 診察所見　神経学的所見〔内容〕

１０か月児健診 診察所見　パラシュート

１０か月児健診 診察所見　ホッピング

１０か月児健診 診察所見　その他の有無

１０か月児健診 診察所見　その他〔内容〕

１０か月児健診 診察所見　紹介状

１０か月児健診 診察所見　診察医

１０か月児健診 診察所見　判定

１０か月児健診 相談　発育

１０か月児健診 相談　栄養

１０か月児健診 相談　育児

１０か月児健診 相談　予防接種

１０か月児健診 総合判定

１０か月児健診 総合判定　〔内容〕

１０か月児健診 事後フォロー

１０か月児健診 フォロー時期

１０か月児健診 指導内容　〔内容〕

１０か月児健診 母親宛名番号

１０か月児健診 親子ＳＥＱ

１０か月児健診 受診番号

１０か月児健診 請求日（月）

１０か月児健診 胸囲



１０か月児健診 身長区分

１０か月児健診 体重区分

１０か月児健診 胸囲区分

１０か月児健診 頭囲区分

１０か月児健診 聴覚アンケート　結果

１０か月児健診 要医療区分（身・精）

１０か月児健診 お母さんの気持ちや体の調子

１０か月児健診 母体調その他

１０か月児健診 育児の不安やイライラ

１０か月児健診 家族の協力

１０か月児健診 家族の協力その他

１０か月児健診 耳の聞こえ

１０か月児健診 耳の聞こえ　異常あり

１０か月児健診 耳の聞こえ　ABR

１０か月児健診 精検項目内訳

１０か月児健診 精検票発行の有無

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか回数の多い順に

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　身体発育の内容

１０か月児健診 診察所見　身体発育の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　皮膚の内容

１０か月児健診 診察所見　皮膚の区分



１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　頭頸部の内容

１０か月児健診 診察所見　頭頸部の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　視聴覚の内容

１０か月児健診 診察所見　視聴覚の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　胸部の内容

１０か月児健診 診察所見　胸部の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　腹部の内容

１０か月児健診 診察所見　腹部の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)



１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　股関節の内容

１０か月児健診 診察所見　股関節の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　外陰部の内容

１０か月児健診 診察所見　外陰部の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　形態異常の内容

１０か月児健診 診察所見　形態異常の区分

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 フォロー内容

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 ＳＥＱ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 指導内容

１０か月児健診 西暦年度

１０か月児健診 宛名番号

１０か月児健診 受診日

１０か月児健診 SEQ

１０か月児健診 更新情報　ユーザーコード



１０か月児健診 更新年月日(西暦)

１０か月児健診 更新時間

１０か月児健診 診察所見　その他の内容

１０か月児健診 診察所見　その他の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 性別

１歳６か月児健診 生年月日

１歳６か月児健診 月齢

１歳６か月児健診 実施時国保区分

１歳６か月児健診 実施区分

１歳６か月児健診 医療機関

１歳６か月児健診 子育てについてどのように思われますか

１歳６か月児健診 問診　積木を積む（H30/3/31まで）

１歳６か月児健診 問診　指さしをする（H30/3/31まで）

１歳６か月児健診 問診　大泉門（H30/3/31まで）

１歳６か月児健診 問診　ひとり歩き（H30/3/31まで）

１歳６か月児健診 問診　意味のあることば（H30/3/31まで）

１歳６か月児健診 体重

１歳６か月児健診 身長

１歳６か月児健診 頭囲

１歳６か月児健診 カウプ指数

１歳６か月児健診 診察所見　診察状況

１歳６か月児健診 診察所見　診察状況　その他〔内容〕

１歳６か月児健診 診察所見　身体発育の有無

１歳６か月児健診 診察所見　皮膚の有無

１歳６か月児健診 診察所見　頭頸部の有無

１歳６か月児健診 診察所見　視聴覚の有無

１歳６か月児健診 診察所見　胸部の有無

１歳６か月児健診 診察所見　腹部の有無

１歳６か月児健診 診察所見　外陰部の有無

１歳６か月児健診 診察所見　四肢の有無

１歳６か月児健診 診察所見　姿勢

１歳６か月児健診 診察所見　姿勢〔内容〕

１歳６か月児健診 診察所見　その他の有無

１歳６か月児健診 診察所見　その他〔内容〕

１歳６か月児健診 診察所見　判定

１歳６か月児健診 歯科健診　罹患型



１歳６か月児健診 歯科健診　清掃状況

１歳６か月児健診 歯科健診　総歯数

１歳６か月児健診 歯科健診　う歯数

１歳６か月児健診 歯科健診　未処置歯

１歳６か月児健診 歯科健診　うちサホライド塗布歯

１歳６か月児健診 歯科健診　処置歯

１歳６か月児健診 歯科健診　不正咬合

１歳６か月児健診 歯科健診　軟組織疾患

１歳６か月児健診 歯科健診　指導事項

１歳６か月児健診 歯科健診　指導事項　食生活〔内容〕

１歳６か月児健診 歯科健診　判定

１歳６か月児健診 相談　発育

１歳６か月児健診 相談　発達

１歳６か月児健診 相談　生活

１歳６か月児健診 相談　予防接種

１歳６か月児健診 総合判定

１歳６か月児健診 事後フォロー

１歳６か月児健診 フォロー時期

１歳６か月児健診 指導内容　〔内容〕

１歳６か月児健診 母親宛名番号

１歳６か月児健診 親子ＳＥＱ

１歳６か月児健診 受診番号

１歳６か月児健診 請求日（月）

１歳６か月児健診 胸囲

１歳６か月児健診 身長区分

１歳６か月児健診 体重区分

１歳６か月児健診 胸囲区分

１歳６か月児健診 頭囲区分

１歳６か月児健診 要医療区分（身・精）

１歳６か月児健診 お母さんの気持ちや体の調子

１歳６か月児健診 母体調その他

１歳６か月児健診 育児の不安やイライラ

１歳６か月児健診 家族の協力

１歳６か月児健診 家族の協力その他

１歳６か月児健診 精神発達

１歳６か月児健診 診察所見　精神発達の有無

１歳６か月児健診 診察所見　精神発達　その他〔内容〕

１歳６か月児健診 問診　聞こえのアンケート

１歳６か月児健診 現在、喫煙していますか（母親）

１歳６か月児健診 現在の喫煙本数（母親）

１歳６か月児健診 現在、喫煙していますか（父親）

１歳６か月児健診 現在の喫煙本数（父親）



１歳６か月児健診 保護者による毎日の仕上げ磨き

１歳６か月児健診 四種混合（１期初回３回）の完了

１歳６か月児健診 麻しん・風しん予防接種の完了

１歳６か月児健診 この地域で子育てをしたい

１歳６か月児健診 お父さんは育児をしていますか

１歳６か月児健診 浴室のドアを開けられない工夫

１歳６か月児健診 ゆったりした気分で過ごせる時間

１歳６か月児健診 育てにくさを感じていますか

１歳６か月児健診 育てにくさを感じた時の解決方法

１歳６か月児健診 指さしするのを知っている

１歳６か月児健診 数か月の間に家庭であったこと

１歳６か月児健診 問診　独歩

１歳６か月児健診 問診　積木

１歳６か月児健診 問診　アイコンタクト

１歳６か月児健診 問診　指さし（応答）

１歳６か月児健診 問診　指さし（共感）

１歳６か月児健診 問診　指さし（要求）

１歳６か月児健診 問診　有意語

１歳６か月児健診 問診　共同注意

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか回数の多い順に

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　身体発育の内容

１歳６か月児健診 診察所見　身体発育の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)



１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　皮膚の内容

１歳６か月児健診 診察所見　皮膚の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　頭頸部の内容

１歳６か月児健診 診察所見　頭頸部の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　視聴覚の内容

１歳６か月児健診 診察所見　視聴覚の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　胸部の内容

１歳６か月児健診 診察所見　胸部の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　腹部の内容

１歳６か月児健診 診察所見　腹部の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日



１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　外陰部の内容

１歳６か月児健診 診察所見　外陰部の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　四肢の内容

１歳６か月児健診 診察所見　四肢の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 歯科健診　その他の異常

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 フォロー内容

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 ＳＥＱ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 指導内容

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日



１歳６か月児健診 SEQ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　その他の内容

１歳６か月児健診 診察所見　その他の区分

１歳６か月児健診 西暦年度

１歳６か月児健診 宛名番号

１歳６か月児健診 受診日

１歳６か月児健診 SEQ

１歳６か月児健診 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診 更新年月日(西暦)

１歳６か月児健診 更新時間

１歳６か月児健診 診察所見　精神発達の内容

１歳６か月児健診 診察所見　精神発達の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 性別

２歳児健診 生年月日

２歳児健診 月齢

２歳児健診 実施時国保区分

２歳児健診 実施区分

２歳児健診 医療機関

２歳児健診 子育てについてどのように思われますか

２歳児健診 問診　生育歴　手がかからなかった

２歳児健診 問診　生育歴　人見知りがあった

２歳児健診 問診　指さしをする

２歳児健診 問診　積木を積む

２歳児健診 問診　２語文を話す

２歳児健診 体重

２歳児健診 身長

２歳児健診 頭囲

２歳児健診 カウプ指数

２歳児健診 診察所見　診察状況

２歳児健診 診察所見　診察状況　その他〔内容〕

２歳児健診 診察所見　身体発育の有無

２歳児健診 診察所見　皮膚の有無

２歳児健診 診察所見　頭頸部の有無



２歳児健診 診察所見　視聴覚の有無

２歳児健診 診察所見　胸部の有無

２歳児健診 診察所見　腹部の有無

２歳児健診 診察所見　外陰部の有無

２歳児健診 診察所見　四肢の有無

２歳児健診 診察所見　姿勢

２歳児健診 診察所見　姿勢〔内容〕

２歳児健診 診察所見　その他の有無

２歳児健診 診察所見　その他〔内容〕

２歳児健診 診察所見　判定

２歳児健診 歯科健診　罹患型

２歳児健診 歯科健診　清掃状況

２歳児健診 歯科健診　総歯数

２歳児健診 歯科健診　う歯数

２歳児健診 歯科健診　未処置歯

２歳児健診 歯科健診　うちサホライド塗布歯

２歳児健診 歯科健診　処置歯

２歳児健診 歯科健診　不正咬合

２歳児健診 歯科健診　軟組織疾患

２歳児健診 歯科健診　指導事項

２歳児健診 歯科健診　指導事項　食生活〔内容〕

２歳児健診 歯科健診　判定

２歳児健診 相談　発育

２歳児健診 相談　発達

２歳児健診 相談　生活

２歳児健診 相談　予防接種

２歳児健診 総合判定

２歳児健診 事後フォロー

２歳児健診 フォロー時期

２歳児健診 指導内容　〔内容〕

２歳児健診 母親宛名番号

２歳児健診 親子ＳＥＱ

２歳児健診 受診番号

２歳児健診 請求日（月）

２歳児健診 胸囲

２歳児健診 身長区分

２歳児健診 体重区分

２歳児健診 胸囲区分

２歳児健診 頭囲区分

２歳児健診 要医療区分（身・精）

２歳児健診 お母さんの気持ちや体の調子

２歳児健診 母体調その他



２歳児健診 育児の不安やイライラ

２歳児健診 家族の協力

２歳児健診 家族の協力その他

２歳児健診 診察所見　精神発達の有無

２歳児健診 診察所見　精神発達　その他〔内容〕

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか回数の多い順に

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　身体発育の内容

２歳児健診 診察所見　身体発育の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　皮膚の内容

２歳児健診 診察所見　皮膚の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　頭頸部の内容

２歳児健診 診察所見　頭頸部の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号



２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　視聴覚の内容

２歳児健診 診察所見　視聴覚の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　胸部の内容

２歳児健診 診察所見　胸部の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　腹部の内容

２歳児健診 診察所見　腹部の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　外陰部の内容

２歳児健診 診察所見　外陰部の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　四肢の内容



２歳児健診 診察所見　四肢の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 歯科健診　その他の異常

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 フォロー内容

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 ＳＥＱ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 指導内容

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 SEQ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　その他の内容

２歳児健診 診察所見　その他の区分

２歳児健診 西暦年度

２歳児健診 宛名番号

２歳児健診 受診日

２歳児健診 SEQ

２歳児健診 更新情報　ユーザーコード

２歳児健診 更新年月日(西暦)

２歳児健診 更新時間

２歳児健診 診察所見　精神発達の内容



２歳児健診 診察所見　精神発達の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 性別

３歳児健診 生年月日

３歳児健診 月齢

３歳児健診 実施時国保区分

３歳児健診 実施区分

３歳児健診 医療機関

３歳児健診 子育てについてどのように思われますか

３歳児健診 目

３歳児健診 耳

３歳児健診 問診　自分の名前（H30/3/31まで）

３歳児健診 問診　ことば（H30/3/31まで）

３歳児健診 体重

３歳児健診 身長

３歳児健診 頭囲

３歳児健診 カウプ指数

３歳児健診 診察所見　診察状況

３歳児健診 診察所見　診察状況　その他〔内容〕

３歳児健診 診察所見　身体発育の有無

３歳児健診 診察所見　皮膚の有無

３歳児健診 診察所見　頭頸部の有無

３歳児健診 診察所見　視聴覚の有無

３歳児健診 診察所見　胸部の有無

３歳児健診 診察所見　腹部の有無

３歳児健診 診察所見　外陰部の有無

３歳児健診 診察所見　四肢の有無

３歳児健診 診察所見　姿勢

３歳児健診 診察所見　姿勢〔内容〕

３歳児健診 診察所見　その他の有無

３歳児健診 診察所見　その他〔内容〕

３歳児健診 診察所見　判定

３歳児健診 歯科健診　罹患型

３歳児健診 歯科健診　清掃状況

３歳児健診 歯科健診　総歯数

３歳児健診 歯科健診　う歯数

３歳児健診 歯科健診　未処置歯



３歳児健診 歯科健診　うちサホライド塗布歯

３歳児健診 歯科健診　処置歯

３歳児健診 歯科健診　不正咬合

３歳児健診 歯科健診　軟組織疾患

３歳児健診 歯科健診　指導事項

３歳児健診 歯科健診　指導事項　食生活〔内容〕

３歳児健診 歯科健診　判定

３歳児健診 相談　発育

３歳児健診 相談　発達

３歳児健診 相談　生活

３歳児健診 相談　予防接種

３歳児健診 総合判定

３歳児健診 事後フォロー

３歳児健診 フォロー時期

３歳児健診 指導内容　〔内容〕

３歳児健診 母親宛名番号

３歳児健診 親子ＳＥＱ

３歳児健診 受診番号

３歳児健診 請求日（月）

３歳児健診 胸囲

３歳児健診 身長区分

３歳児健診 体重区分

３歳児健診 胸囲区分

３歳児健診 頭囲区分

３歳児健診 蛋白定性

３歳児健診 糖定性

３歳児健診 潜血反応

３歳児健診 ウロビリノーゲン定性

３歳児健診 ビリルビン定性

３歳児健診 pH

３歳児健診 尿中ケトン体

３歳児健診 比重

３歳児健診 総合判定　〔内容〕

３歳児健診 要医療区分（身・精）

３歳児健診 肥満度判定

３歳児健診 肥満度％

３歳児健診 お母さんの気持ちや体の調子

３歳児健診 母体調その他

３歳児健診 育児の不安やイライラ

３歳児健診 家族の協力

３歳児健診 家族の協力その他

３歳児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか



３歳児健診 診察所見　精神発達の有無

３歳児健診 診察所見　精神発達　その他〔内容〕

３歳児健診 フッ素塗布

３歳児健診 現在、喫煙していますか（母親）

３歳児健診 現在の喫煙本数（母親）

３歳児健診 現在、喫煙していますか（父親）

３歳児健診 現在の喫煙本数（父親）

３歳児健診 この地域で子育てをしたい

３歳児健診 お父さんは育児をしていますか

３歳児健診 ゆったりした気分で過ごせる時間

３歳児健診 育てにくさを感じていますか

３歳児健診 育てにくさを感じた時の解決方法

３歳児健診 遊びに加わろうとするのを知っている

３歳児健診 数か月の間に家庭であったこと

３歳児健診 かかりつけの医師を持つ

３歳児健診 かかりつけの歯科医師を持つ

３歳児健診 問診　名前

３歳児健診 問診　年齢

３歳児健診 問診　アイコンタクト

３歳児健診 問診　ことば

３歳児健診 問診　応答性

３歳児健診 問診　Ａ

３歳児健診 問診　Ｂ

３歳児健診 ×不要：お子さんのかかりつけの医師はいますか

３歳児健診 ×不要：お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか

３歳児健診 ＳＶＳ結果

３歳児健診 ＳＶＳ所見内容

３歳児健診 ＳＶＳ所見その他

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 子育てについて悩んだとき誰に相談しますか回数の多い順に

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)



３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　身体発育の内容

３歳児健診 診察所見　身体発育の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　皮膚の内容

３歳児健診 診察所見　皮膚の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　頭頸部の内容

３歳児健診 診察所見　頭頸部の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　視聴覚の内容

３歳児健診 診察所見　視聴覚の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　胸部の内容

３歳児健診 診察所見　胸部の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日



３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　腹部の内容

３歳児健診 診察所見　腹部の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　外陰部の内容

３歳児健診 診察所見　外陰部の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　四肢の内容

３歳児健診 診察所見　四肢の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 歯科健診　その他の異常

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 フォロー内容

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号



３歳児健診 受診日

３歳児健診 ＳＥＱ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 指導内容

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 SEQ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　その他の内容

３歳児健診 診察所見　その他の区分

３歳児健診 西暦年度

３歳児健診 宛名番号

３歳児健診 受診日

３歳児健診 SEQ

３歳児健診 更新情報　ユーザーコード

３歳児健診 更新年月日(西暦)

３歳児健診 更新時間

３歳児健診 診察所見　精神発達の内容

３歳児健診 診察所見　精神発達の区分

乳幼児精検 西暦年度

乳幼児精検 宛名番号

乳幼児精検 受診日

乳幼児精検 更新情報　ユーザーコード

乳幼児精検 更新年月日(西暦)

乳幼児精検 更新時間

乳幼児精検 性別

乳幼児精検 生年月日

乳幼児精検 月齢

乳幼児精検 実施時国保区分

乳幼児精検 健診名

乳幼児精検 健診年月日

乳幼児精検 内容

乳幼児精検 紹介状

乳幼児精検 紹介病院

乳幼児精検 結果

乳幼児精検 結果区分

乳幼児精検 健診医師への報告



乳幼児精検 健診判定

乳幼児精検 母親宛名番号

乳幼児精検 親子ＳＥＱ

乳幼児精検 受診番号

乳幼児精検 請求日（月）

乳幼児精検 身長

乳幼児精検 体重

乳幼児精検 胸囲

乳幼児精検 頭囲

乳幼児精検 身長区分

乳幼児精検 体重区分

乳幼児精検 胸囲区分

乳幼児精検 頭囲区分

乳幼児精検 要医療区分（身・精）

乳幼児精検 泌尿器検査結果

乳幼児精検 結果の内訳（３健）

乳幼児精検 西暦年度

乳幼児精検 宛名番号

乳幼児精検 受診日

乳幼児精検 ＳＥＱ

乳幼児精検 更新情報　ユーザーコード

乳幼児精検 更新年月日(西暦)

乳幼児精検 更新時間

乳幼児精検 内容の内訳

乳幼児保健指導 西暦年度

乳幼児保健指導 宛名番号

乳幼児保健指導 実施日

乳幼児保健指導 更新情報　ユーザーコード

乳幼児保健指導 更新年月日(西暦)

乳幼児保健指導 更新時間

乳幼児保健指導 性別

乳幼児保健指導 生年月日

乳幼児保健指導 月齢

乳幼児保健指導 実施時国保区分

乳幼児保健指導 実施方法

乳幼児保健指導 担当

乳幼児保健指導 年齢区分

乳幼児保健指導 相談区分

乳幼児保健指導 指導内容

乳幼児保健指導 継続有無

乳幼児保健指導 備考

乳幼児保健指導 健診判定



乳幼児保健指導 母親宛名番号

乳幼児保健指導 親子ＳＥＱ

乳幼児保健指導 受診番号

乳幼児保健指導 請求日（月）

乳幼児保健指導 身長

乳幼児保健指導 体重

乳幼児保健指導 胸囲

乳幼児保健指導 頭囲

乳幼児保健指導 身長区分

乳幼児保健指導 体重区分

乳幼児保健指導 胸囲区分

乳幼児保健指導 頭囲区分

乳幼児保健指導 担当保健師名

新生児＋こん赤訪問 西暦年度

新生児＋こん赤訪問 宛名番号

新生児＋こん赤訪問 受理日

新生児＋こん赤訪問 更新情報　ユーザーコード

新生児＋こん赤訪問 更新年月日(西暦)

新生児＋こん赤訪問 更新時間

新生児＋こん赤訪問 性別

新生児＋こん赤訪問 生年月日

新生児＋こん赤訪問 実施日月齢

新生児＋こん赤訪問 実施時国保区分

新生児＋こん赤訪問 出生体重

新生児＋こん赤訪問 出生　在胎（週）

新生児＋こん赤訪問 出生　在胎（日）

新生児＋こん赤訪問 把握方法

新生児＋こん赤訪問 担当

新生児＋こん赤訪問 実施内容

新生児＋こん赤訪問 記録受領日

新生児＋こん赤訪問 養育医療

新生児＋こん赤訪問 継続有無

新生児＋こん赤訪問 備考

新生児＋こん赤訪問 健診判定

新生児＋こん赤訪問 母親宛名番号

新生児＋こん赤訪問 親子ＳＥＱ

新生児＋こん赤訪問 受診番号

新生児＋こん赤訪問 請求日（月）

新生児＋こん赤訪問 身長

新生児＋こん赤訪問 体重

新生児＋こん赤訪問 胸囲

新生児＋こん赤訪問 頭囲



新生児＋こん赤訪問 身長区分

新生児＋こん赤訪問 体重区分

新生児＋こん赤訪問 胸囲区分

新生児＋こん赤訪問 頭囲区分

新生児＋こん赤訪問 把握内容

新生児＋こん赤訪問 実施日

新生児＋こん赤訪問 訪問対象（赤ちゃん・産婦）

新生児＋こん赤訪問 指導内容（親）

新生児＋こん赤訪問 指導内容（子）

新生児＋こん赤訪問 希望有無

新生児＋こん赤訪問 継続内容

新生児＋こん赤訪問 継続理由

新生児＋こん赤訪問 プレパパママ参加有無

新生児＋こん赤訪問 受理番号

新生児＋こん赤訪問 訪問区分（新生児・こん赤）

新生児＋こん赤訪問 訪問時体重

新生児＋こん赤訪問 一日体重増加量

新生児＋こん赤訪問 事後フォロー

新生児＋こん赤訪問 フォロー対象

新生児＋こん赤訪問 フォロー内容（児）

新生児＋こん赤訪問 フォロー内容（母）

新生児＋こん赤訪問 フォロー時期

新生児＋こん赤訪問 受理日

新生児＋こん赤訪問 病院からの紹介状

新生児＋こん赤訪問 紹介状受理日

新生児＋こん赤訪問 報告書発送日

新生児＋こん赤訪問 文書発番号

新生児＋こん赤訪問 病院名など

赤ちゃん学級 西暦年度

赤ちゃん学級 宛名番号

赤ちゃん学級 実施日

赤ちゃん学級 更新情報　ユーザーコード

赤ちゃん学級 更新年月日(西暦)

赤ちゃん学級 更新時間

赤ちゃん学級 性別

赤ちゃん学級 生年月日

赤ちゃん学級 月齢

赤ちゃん学級 実施時国保区分

赤ちゃん学級 コース名

赤ちゃん学級 回数

赤ちゃん学級 担当保健師

赤ちゃん学級 担当医師



赤ちゃん学級 担当保育士

赤ちゃん学級 出欠

赤ちゃん学級 第何子

赤ちゃん学級 虐待ハイリスク要因

赤ちゃん学級 備考

赤ちゃん学級 健診判定

赤ちゃん学級 母親宛名番号

赤ちゃん学級 親子ＳＥＱ

赤ちゃん学級 受診番号

赤ちゃん学級 請求日（月）

赤ちゃん学級 身長

赤ちゃん学級 体重

赤ちゃん学級 胸囲

赤ちゃん学級 頭囲

赤ちゃん学級 身長区分

赤ちゃん学級 体重区分

赤ちゃん学級 胸囲区分

赤ちゃん学級 頭囲区分

赤ちゃん学級 担当栄養士

親子歯みがき教室 西暦年度

親子歯みがき教室 宛名番号

親子歯みがき教室 実施日

親子歯みがき教室 更新情報　ユーザーコード

親子歯みがき教室 更新年月日(西暦)

親子歯みがき教室 更新時間

親子歯みがき教室 性別

親子歯みがき教室 生年月日

親子歯みがき教室 月齢

親子歯みがき教室 実施時国保区分

親子歯みがき教室 担当保健師

親子歯みがき教室 担当医師

親子歯みがき教室 受付時間

親子歯みがき教室 回数

親子歯みがき教室 備考

親子歯みがき教室 健診判定

親子歯みがき教室 母親宛名番号

親子歯みがき教室 親子ＳＥＱ

親子歯みがき教室 受診番号

親子歯みがき教室 請求日（月）

親子歯みがき教室 身長

親子歯みがき教室 体重

親子歯みがき教室 胸囲



親子歯みがき教室 頭囲

親子歯みがき教室 身長区分

親子歯みがき教室 体重区分

親子歯みがき教室 胸囲区分

親子歯みがき教室 頭囲区分

たんぽぽ教室 西暦年度

たんぽぽ教室 宛名番号

たんぽぽ教室 実施日

たんぽぽ教室 更新情報　ユーザーコード

たんぽぽ教室 更新年月日(西暦)

たんぽぽ教室 更新時間

たんぽぽ教室 性別

たんぽぽ教室 生年月日

たんぽぽ教室 月齢

たんぽぽ教室 実施時国保区分

たんぽぽ教室 終了日

たんぽぽ教室 方向性

たんぽぽ教室 把握経路

たんぽぽ教室 自由遊びの内容

たんぽぽ教室 着席

たんぽぽ教室 シール貼り

たんぽぽ教室 呼名返事

たんぽぽ教室 言葉

たんぽぽ教室 指示理解

たんぽぽ教室 アイコンタクト

たんぽぽ教室 感覚系の特徴

たんぽぽ教室 不安

たんぽぽ教室 マイペースさ

たんぽぽ教室 こだわり

たんぽぽ教室 人との関係の問題

たんぽぽ教室 集団行動

たんぽぽ教室 健診判定

たんぽぽ教室 母親宛名番号

たんぽぽ教室 親子ＳＥＱ

たんぽぽ教室 受診番号

たんぽぽ教室 請求日（月）

たんぽぽ教室 身長

たんぽぽ教室 体重

たんぽぽ教室 胸囲

たんぽぽ教室 頭囲

たんぽぽ教室 身長区分

たんぽぽ教室 体重区分



たんぽぽ教室 胸囲区分

たんぽぽ教室 頭囲区分

たんぽぽ教室 特記事項

たんぽぽ教室 西暦年度

たんぽぽ教室 宛名番号

たんぽぽ教室 実施日

たんぽぽ教室 ＳＥＱ

たんぽぽ教室 更新情報　ユーザーコード

たんぽぽ教室 更新年月日(西暦)

たんぽぽ教室 更新時間

たんぽぽ教室 コース担当者

たんぽぽ教室 西暦年度

たんぽぽ教室 宛名番号

たんぽぽ教室 実施日

たんぽぽ教室 ＳＥＱ

たんぽぽ教室 更新情報　ユーザーコード

たんぽぽ教室 更新年月日(西暦)

たんぽぽ教室 更新時間

たんぽぽ教室 担当保育士

たんぽぽ教室 西暦年度

たんぽぽ教室 宛名番号

たんぽぽ教室 実施日

たんぽぽ教室 ＳＥＱ

たんぽぽ教室 更新情報　ユーザーコード

たんぽぽ教室 更新年月日(西暦)

たんぽぽ教室 更新時間

たんぽぽ教室 家庭児童相談員

たんぽぽ教室 西暦年度

たんぽぽ教室 宛名番号

たんぽぽ教室 実施日

たんぽぽ教室 ＳＥＱ

たんぽぽ教室 更新情報　ユーザーコード

たんぽぽ教室 更新年月日(西暦)

たんぽぽ教室 更新時間

たんぽぽ教室 遊びの内容

乳児相談 西暦年度

乳児相談 宛名番号

乳児相談 実施日

乳児相談 更新情報　ユーザーコード

乳児相談 更新年月日(西暦)

乳児相談 更新時間

乳児相談 性別



乳児相談 生年月日

乳児相談 月齢

乳児相談 実施時国保区分

乳児相談 初回か継続か

乳児相談 今年度初回

乳児相談 相談内容

乳児相談 栄養士の相談の有無

乳児相談 受診のきっかけ

乳児相談 継続の必要性の有無

乳児相談 健診判定

乳児相談 母親宛名番号

乳児相談 親子ＳＥＱ

乳児相談 受診番号

乳児相談 請求日（月）

乳児相談 身長

乳児相談 体重

乳児相談 胸囲

乳児相談 頭囲

乳児相談 身長区分

乳児相談 体重区分

乳児相談 胸囲区分

乳児相談 頭囲区分

乳児相談 特記事項

乳児相談 利用回数（通算）

乳児相談 相談内容

乳児相談 体重

乳児相談 身長

乳児相談 頭囲

乳児相談 カウプ指数

乳児相談 継続理由

乳児相談 フォロー時期

乳児相談 事業名

すくすく相談 西暦年度

すくすく相談 宛名番号

すくすく相談 相談日

すくすく相談 更新情報　ユーザーコード

すくすく相談 更新年月日(西暦)

すくすく相談 更新時間

すくすく相談 性別

すくすく相談 生年月日

すくすく相談 月齢

すくすく相談 実施時国保区分



すくすく相談 紹介状

すくすく相談 紹介病院

すくすく相談 受診日

すくすく相談 健診医師への報告

すくすく相談 継続有無

すくすく相談 再診時期

すくすく相談 健診判定

すくすく相談 母親宛名番号

すくすく相談 親子ＳＥＱ

すくすく相談 受診番号

すくすく相談 請求日（月）

すくすく相談 身長

すくすく相談 体重

すくすく相談 胸囲

すくすく相談 頭囲

すくすく相談 身長区分

すくすく相談 体重区分

すくすく相談 胸囲区分

すくすく相談 頭囲区分

すくすく相談 特記事項

すくすく相談 西暦年度

すくすく相談 宛名番号

すくすく相談 相談日

すくすく相談 ＳＥＱ

すくすく相談 更新情報　ユーザーコード

すくすく相談 更新年月日(西暦)

すくすく相談 更新時間

すくすく相談 把握経路

すくすく相談 西暦年度

すくすく相談 宛名番号

すくすく相談 相談日

すくすく相談 ＳＥＱ

すくすく相談 更新情報　ユーザーコード

すくすく相談 更新年月日(西暦)

すくすく相談 更新時間

すくすく相談 内容

すくすく相談 西暦年度

すくすく相談 宛名番号

すくすく相談 相談日

すくすく相談 ＳＥＱ

すくすく相談 更新情報　ユーザーコード

すくすく相談 更新年月日(西暦)



すくすく相談 更新時間

すくすく相談 結果

心理相談 西暦年度

心理相談 宛名番号

心理相談 相談日

心理相談 更新情報　ユーザーコード

心理相談 更新年月日(西暦)

心理相談 更新時間

心理相談 性別

心理相談 生年月日

心理相談 月齢

心理相談 実施時国保区分

心理相談 継続有無

心理相談 紹介先

心理相談 健診判定

心理相談 母親宛名番号

心理相談 親子ＳＥＱ

心理相談 受診番号

心理相談 請求日（月）

心理相談 身長

心理相談 体重

心理相談 胸囲

心理相談 頭囲

心理相談 身長区分

心理相談 体重区分

心理相談 胸囲区分

心理相談 頭囲区分

心理相談 特記事項

心理相談 担当保健師

心理相談 西暦年度

心理相談 宛名番号

心理相談 相談日

心理相談 ＳＥＱ

心理相談 更新情報　ユーザーコード

心理相談 更新年月日(西暦)

心理相談 更新時間

心理相談 担当者

心理相談 西暦年度

心理相談 宛名番号

心理相談 相談日

心理相談 ＳＥＱ

心理相談 更新情報　ユーザーコード



心理相談 更新年月日(西暦)

心理相談 更新時間

心理相談 把握経路

心理相談 西暦年度

心理相談 宛名番号

心理相談 相談日

心理相談 ＳＥＱ

心理相談 更新情報　ユーザーコード

心理相談 更新年月日(西暦)

心理相談 更新時間

心理相談 相談内容

心理相談 フォロー時期

個別栄養相談 西暦年度

個別栄養相談 宛名番号

個別栄養相談 実施日

個別栄養相談 更新情報　ユーザーコード

個別栄養相談 更新年月日(西暦)

個別栄養相談 更新時間

個別栄養相談 性別

個別栄養相談 生年月日

個別栄養相談 月齢

個別栄養相談 実施時国保区分

個別栄養相談 実施方法

個別栄養相談 担当者

個別栄養相談 体重

個別栄養相談 身長

個別栄養相談 頭囲

個別栄養相談 カウプ指数

個別栄養相談 継続有無

個別栄養相談 健診判定

個別栄養相談 母親宛名番号

個別栄養相談 親子ＳＥＱ

個別栄養相談 受診番号

個別栄養相談 請求日（月）

個別栄養相談 胸囲

個別栄養相談 身長区分

個別栄養相談 体重区分

個別栄養相談 胸囲区分

個別栄養相談 頭囲区分

個別栄養相談 特記事項

個別栄養相談 西暦年度

個別栄養相談 宛名番号



個別栄養相談 実施日

個別栄養相談 ＳＥＱ

個別栄養相談 更新情報　ユーザーコード

個別栄養相談 更新年月日(西暦)

個別栄養相談 更新時間

個別栄養相談 相談内容

未熟児訪問 西暦年度

未熟児訪問 宛名番号

未熟児訪問 実施日

未熟児訪問 更新情報　ユーザーコード

未熟児訪問 更新年月日(西暦)

未熟児訪問 更新時間

未熟児訪問 性別

未熟児訪問 生年月日

未熟児訪問 訪問時月齢

未熟児訪問 実施時国保区分

未熟児訪問 ケース連絡受領日

未熟児訪問 把握方法

未熟児訪問 出生体重

未熟児訪問 在胎（週）

未熟児訪問 在胎（日）

未熟児訪問 出産予定日

未熟児訪問 出生時アプガール１分後

未熟児訪問 出生時アプガール５分後

未熟児訪問 担当

未熟児訪問 実施内容

未熟児訪問 記録受領日

未熟児訪問 養育医療

未熟児訪問 訪問時体重

未熟児訪問 修正月齢

未熟児訪問 継続有無

未熟児訪問 健診判定

未熟児訪問 母親宛名番号

未熟児訪問 親子ＳＥＱ

未熟児訪問 受診番号

未熟児訪問 請求日（月）

未熟児訪問 身長

未熟児訪問 胸囲

未熟児訪問 頭囲

未熟児訪問 身長区分

未熟児訪問 体重区分

未熟児訪問 胸囲区分



未熟児訪問 頭囲区分

未熟児訪問 特記事項

未熟児訪問 訪問対象（未熟児・産婦）

未熟児訪問 指導内容（子）

未熟児訪問 指導内容（親）

未熟児訪問 西暦年度

未熟児訪問 宛名番号

未熟児訪問 実施日

未熟児訪問 ＳＥＱ

未熟児訪問 更新情報　ユーザーコード

未熟児訪問 更新年月日(西暦)

未熟児訪問 更新時間

未熟児訪問 出生時の医療状況

未熟児訪問 西暦年度

未熟児訪問 宛名番号

未熟児訪問 実施日

未熟児訪問 ＳＥＱ

未熟児訪問 更新情報　ユーザーコード

未熟児訪問 更新年月日(西暦)

未熟児訪問 更新時間

未熟児訪問 母の状況

親子クッキング 西暦年度

親子クッキング 宛名番号

親子クッキング 実施日

親子クッキング 更新情報　ユーザーコード

親子クッキング 更新年月日(西暦)

親子クッキング 更新時間

親子クッキング 性別

親子クッキング 生年月日

親子クッキング 月齢

親子クッキング 実施時国保区分

親子クッキング 親の生年月日

親子クッキング 親の年齢

親子クッキング 担当者

親子クッキング 特記事項

親子クッキング 健診判定

親子クッキング 母親宛名番号

親子クッキング 親子ＳＥＱ

親子クッキング 受診番号

親子クッキング 請求日（月）

親子クッキング 胸囲

親子クッキング 身長区分



親子クッキング 体重区分

親子クッキング 胸囲区分

親子クッキング 頭囲区分

キッズクッキング 西暦年度

キッズクッキング 宛名番号

キッズクッキング 実施日

キッズクッキング 更新情報　ユーザーコード

キッズクッキング 更新年月日(西暦)

キッズクッキング 更新時間

キッズクッキング 性別

キッズクッキング 生年月日

キッズクッキング 月齢

キッズクッキング 実施時国保区分

キッズクッキング 親の生年月日

キッズクッキング 親の年齢

キッズクッキング 担当者

キッズクッキング 特記事項

キッズクッキング 健診判定

キッズクッキング 母親宛名番号

キッズクッキング 親子ＳＥＱ

キッズクッキング 受診番号

キッズクッキング 請求日（月）

キッズクッキング 胸囲

キッズクッキング 身長区分

キッズクッキング 体重区分

キッズクッキング 胸囲区分

キッズクッキング 頭囲区分

１歳６か月児健診半年後相談 西暦年度

１歳６か月児健診半年後相談 宛名番号

１歳６か月児健診半年後相談 相談日

１歳６か月児健診半年後相談 更新情報　ユーザーコード

１歳６か月児健診半年後相談 更新日

１歳６か月児健診半年後相談 更新時間

１歳６か月児健診半年後相談 健診判定

１歳６か月児健診半年後相談 母親宛名番号

１歳６か月児健診半年後相談 親子ＳＥＱ

１歳６か月児健診半年後相談 性別

１歳６か月児健診半年後相談 生年月日

１歳６か月児健診半年後相談 月齢

１歳６か月児健診半年後相談 実施時国保区分

１歳６か月児健診半年後相談 受診番号

１歳６か月児健診半年後相談 請求月（日）



１歳６か月児健診半年後相談 特記事項

１歳６か月児健診半年後相談 1歳6か月児健診

１歳６か月児健診半年後相談 心理面接の有無

１歳６か月児健診半年後相談 フォローの有無

１歳６か月児健診半年後相談 フォロー内容

１歳６か月児健診半年後相談 フォロー内容（日本語）

１歳６か月児健診半年後相談 フォロー時期

１歳６か月児健診半年後相談 事後フォロー

母子個別相談 西暦年度

母子個別相談 宛名番号

母子個別相談 受診日

母子個別相談 更新情報　ユーザーコード

母子個別相談 更新日

母子個別相談 更新時間

母子個別相談 健診判定

母子個別相談 母親宛名番号

母子個別相談 親子ＳＥＱ

母子個別相談 性別

母子個別相談 生年月日

母子個別相談 月齢

母子個別相談 実施時国保区分

母子個別相談 受診番号

母子個別相談 請求月（日）

母子個別相談 特記事項

母子個別相談 相談方法

母子個別相談 相談内容

母子個別相談 フォローの有無

母子個別相談 フォロー方法

母子個別相談 フォロー時期

ハイリスク 西暦年度

ハイリスク 宛名番号

ハイリスク 検討日

ハイリスク 更新情報　ユーザーコード

ハイリスク 更新日

ハイリスク 更新時間

ハイリスク 健診判定

ハイリスク 母親宛名番号

ハイリスク 親子ＳＥＱ

ハイリスク 性別

ハイリスク 生年月日

ハイリスク 月齢

ハイリスク 実施時国保区分



ハイリスク 受診番号

ハイリスク 請求月（日）

ハイリスク 特記事項

ハイリスク 担当保健師

ハイリスク 検討内容

ハイリスク 次回までの方針

ハイリスク その他

ハイリスク 次回までの方針（時期）

ハイリスク 次回検討日

子育てサポート相談 西暦年度

子育てサポート相談 宛名番号

子育てサポート相談 相談日

子育てサポート相談 更新情報　ユーザーコード

子育てサポート相談 更新年月日(西暦)

子育てサポート相談 更新時間

子育てサポート相談 性別

子育てサポート相談 生年月日

子育てサポート相談 月齢

子育てサポート相談 実施時国保区分

子育てサポート相談 継続有無

子育てサポート相談 紹介先

子育てサポート相談 健診判定

子育てサポート相談 母親宛名番号

子育てサポート相談 親子ＳＥＱ

子育てサポート相談 受診番号

子育てサポート相談 請求日（月）

子育てサポート相談 身長

子育てサポート相談 体重

子育てサポート相談 胸囲

子育てサポート相談 頭囲

子育てサポート相談 身長区分

子育てサポート相談 体重区分

子育てサポート相談 胸囲区分

子育てサポート相談 頭囲区分

子育てサポート相談 特記事項

子育てサポート相談 担当保健師

子育てサポート相談 西暦年度

子育てサポート相談 宛名番号

子育てサポート相談 相談日

子育てサポート相談 ＳＥＱ

子育てサポート相談 更新情報　ユーザーコード

子育てサポート相談 更新年月日(西暦)



子育てサポート相談 更新時間

子育てサポート相談 担当者

子育てサポート相談 西暦年度

子育てサポート相談 宛名番号

子育てサポート相談 相談日

子育てサポート相談 ＳＥＱ

子育てサポート相談 更新情報　ユーザーコード

子育てサポート相談 更新年月日(西暦)

子育てサポート相談 更新時間

子育てサポート相談 把握経路

子育てサポート相談 西暦年度

子育てサポート相談 宛名番号

子育てサポート相談 相談日

子育てサポート相談 ＳＥＱ

子育てサポート相談 更新情報　ユーザーコード

子育てサポート相談 更新年月日(西暦)

子育てサポート相談 更新時間

子育てサポート相談 相談内容

子育てサポート相談 西暦年度

子育てサポート相談 宛名番号

子育てサポート相談 相談日

子育てサポート相談 ＳＥＱ

子育てサポート相談 更新情報　ユーザーコード

子育てサポート相談 更新年月日(西暦)

子育てサポート相談 更新時間

子育てサポート相談 フォロー時期

妊娠届 宛名番号

妊娠届 親子ＳＥＱ

妊娠届 更新情報　ユーザーコード

妊娠届 更新年月日(西暦)

妊娠届 更新時間

妊娠届 性別

妊娠届 届出日年齢

妊娠届 母子手帳交付日年齢

妊娠届 分娩予定日年齢

妊娠届 届出時国保区分

妊娠届 多胎妊娠　親子ＳＥＱ

妊娠届 妊娠週数

妊娠届 届出日

妊娠届 交付元

妊娠届 再交付区分

妊娠届 分娩予定日



妊娠届 届出週数区分

妊娠届 妊娠回数

妊娠届 出産回数

妊娠届 若年

妊娠届 高齢

妊娠届 多胎有無

妊娠届 国籍

妊娠届 外国語版母子手帳

妊娠届 第何子

妊娠届 履歴判定

妊娠届 受診番号

妊娠届 母子手帳交付日

妊娠届 母子手帳交付番号

妊娠届 父親宛名番号

妊娠届 特記事項

妊婦保健指導 西暦年度

妊婦保健指導 宛名番号

妊婦保健指導 親子ＳＥＱ

妊婦保健指導 記入日

妊婦保健指導 更新情報　ユーザーコード

妊婦保健指導 更新年月日(西暦)

妊婦保健指導 更新時間

妊婦保健指導 性別

妊婦保健指導 記入日年齢

妊婦保健指導 実施時国保区分

妊婦保健指導 実施方法

妊婦保健指導 担当

妊婦保健指導 相談区分

妊婦保健指導 指導内容

妊婦保健指導 継続有無

妊婦保健指導 備考

妊婦保健指導 受診番号

妊婦保健指導 請求日（月）

妊婦保健指導 担当保健師名

妊婦保健指導 22週以降届出の理由

妊婦保健指導 22週以降届出の理由その他

妊婦保健指導 喫煙

妊婦保健指導 同居人の喫煙

妊婦保健指導 飲酒

妊婦保健指導 薬の服用

妊婦保健指導 薬の服用詳細

妊婦保健指導 現在の体調



妊婦保健指導 現在の体調詳細

妊婦保健指導 今までの大きな病気・治療

妊婦保健指導 病気・治療詳細

妊婦保健指導 病気・治療その他

妊婦保健指導 精神科の受診

妊婦保健指導 精神科の受診詳細

妊婦保健指導 家族の糖尿病・高血圧

妊婦保健指導 妊娠中の異常

妊婦保健指導 妊娠中の異常詳細

妊婦保健指導 流産・死産・出生後の死亡

妊婦保健指導 流産・死産・出生後の死亡詳細

妊婦保健指導 産後の協力者

妊婦保健指導 悩んだ時の相談相手

妊婦保健指導 相談相手その他

妊婦保健指導 経済的不安

妊婦保健指導 妊娠判明時の気持ち

妊婦保健指導 妊娠時の気持ちその他

母子保健指導 西暦年度

母子保健指導 宛名番号

母子保健指導 親子ＳＥＱ

母子保健指導 実施日

母子保健指導 更新情報　ユーザーコード

母子保健指導 更新年月日(西暦)

母子保健指導 更新時間

母子保健指導 性別

母子保健指導 実施日年齢

母子保健指導 実施時国保区分

母子保健指導 実施方法

母子保健指導 担当

母子保健指導 相談者

母子保健指導 相談区分

母子保健指導 指導内容

母子保健指導 継続有無

母子保健指導 備考

母子保健指導 受診番号

母子保健指導 請求日（月）

母子保健指導 担当保健師名

妊婦健診 西暦年度

妊婦健診 宛名番号

妊婦健診 親子ＳＥＱ

妊婦健診 受診日

妊婦健診 更新情報　ユーザーコード



妊婦健診 更新年月日(和暦)

妊婦健診 更新時間

妊婦健診 性別

妊婦健診 受診日年齢

妊婦健診 受診時国保区分

妊婦健診 実施医療機関

妊婦健診 回数

妊婦健診 妊娠週数

妊婦健診 出産予定日

妊婦健診 出産予定日年齢

妊婦健診 一般健診

妊婦健診 グルコース

妊婦健診 不規則抗体

妊婦健診 ＨＢｓ抗原検査

妊婦健診 ＨＣＶ抗体検査

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 未使用

妊婦健診 受診番号

妊婦健診 請求日（月）

妊婦健診 特記事項

妊婦健診 年度末年齢

妊婦健診 ＨＴＬＶ‐Ⅰ抗体検査

妊婦健診 ＨＴＬＶ‐Ⅰ受診有無

妊婦健診 クラミジア検査受診有無

妊婦健診 備考

妊婦健診 風しん抗体検査（HI法）

妊婦健診 風しん抗体検査（EIA法）

妊婦健診 市町村への連絡事項

妊婦健診 実施医療機関（精密検査）

妊婦健診 医師名

妊婦健診 子宮がん精密検査実施日

妊婦健診 精密検査（完了・未完了）

妊婦健診 西暦年度

妊婦健診 宛名番号

妊婦健診 親子ＳＥＱ



妊婦健診 受診日

妊婦健診 SEQ

妊婦健診 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診 更新年月日(西暦)

妊婦健診 更新時間

妊婦健診 診断・所見

妊婦健診 西暦年度

妊婦健診 宛名番号

妊婦健診 親子ＳＥＱ

妊婦健診 受診日

妊婦健診 SEQ

妊婦健診 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診 更新年月日(西暦)

妊婦健診 更新時間

妊婦健診 治療方法

妊婦健診 西暦年度

妊婦健診 宛名番号

妊婦健診 親子ＳＥＱ

妊婦健診 受診日

妊婦健診 SEQ

妊婦健診 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診 更新年月日(西暦)

妊婦健診 更新時間

妊婦健診 検査方法

プレパパママ教室 西暦年度

プレパパママ教室 宛名番号

プレパパママ教室 親子ＳＥＱ

プレパパママ教室 実施日

プレパパママ教室 更新情報　ユーザーコード

プレパパママ教室 更新年月日(西暦)

プレパパママ教室 更新時間

プレパパママ教室 性別

プレパパママ教室 実施日年齢

プレパパママ教室 実施時国保区分

プレパパママ教室 コース名

プレパパママ教室 回数

プレパパママ教室 担当保健師

プレパパママ教室 担当助産師

プレパパママ教室 出欠

プレパパママ教室 パパ出席

プレパパママ教室 出産予定日

プレパパママ教室 多胎有無



プレパパママ教室 受診番号

プレパパママ教室 請求日（月）

プレパパママ教室 特記事項

プレパパママ教室 備考

プレパパママ教室 案内発送日

プレパパママ教室 西暦年度

プレパパママ教室 宛名番号

プレパパママ教室 親子ＳＥＱ

プレパパママ教室 実施日

プレパパママ教室 ＳＥＱ

プレパパママ教室 更新情報　ユーザーコード

プレパパママ教室 更新年月日(西暦)

プレパパママ教室 更新時間

プレパパママ教室 ハイリスク

お母さんの相談室 西暦年度

お母さんの相談室 宛名番号

お母さんの相談室 親子ＳＥＱ

お母さんの相談室 実施日

お母さんの相談室 更新情報　ユーザーコード

お母さんの相談室 更新年月日(西暦)

お母さんの相談室 更新時間

お母さんの相談室 性別

お母さんの相談室 実施日年齢

お母さんの相談室 実施時国保区分

お母さんの相談室 時間

お母さんの相談室 担当保健師

お母さんの相談室 担当臨床心理士

お母さんの相談室 継続の有無

お母さんの相談室 台帳の有無

お母さんの相談室 相談回数

お母さんの相談室 受診番号

お母さんの相談室 請求日（月）

お母さんの相談室 特記事項

お母さんの相談室 西暦年度

お母さんの相談室 宛名番号

お母さんの相談室 親子ＳＥＱ

お母さんの相談室 実施日

お母さんの相談室 ＳＥＱ

お母さんの相談室 更新情報　ユーザーコード

お母さんの相談室 更新年月日(西暦)

お母さんの相談室 更新時間

お母さんの相談室 相談経路



お母さんの相談室 西暦年度

お母さんの相談室 宛名番号

お母さんの相談室 親子ＳＥＱ

お母さんの相談室 実施日

お母さんの相談室 ＳＥＱ

お母さんの相談室 更新情報　ユーザーコード

お母さんの相談室 更新年月日(西暦)

お母さんの相談室 更新時間

お母さんの相談室 内容

ヤングママ料理教室 西暦年度

ヤングママ料理教室 宛名番号

ヤングママ料理教室 親子ＳＥＱ

ヤングママ料理教室 実施日

ヤングママ料理教室 更新情報　ユーザーコード

ヤングママ料理教室 更新年月日(西暦)

ヤングママ料理教室 更新時間

ヤングママ料理教室 性別

ヤングママ料理教室 実施日年齢

ヤングママ料理教室 実施時国保区分

ヤングママ料理教室 子供の生年月日

ヤングママ料理教室 子供の年齢

ヤングママ料理教室 担当者

ヤングママ料理教室 特記事項

ヤングママ料理教室 受診番号

ヤングママ料理教室 請求日（月）

小学生ママクッキング教室 西暦年度

小学生ママクッキング教室 宛名番号

小学生ママクッキング教室 親子ＳＥＱ

小学生ママクッキング教室 実施日

小学生ママクッキング教室 更新情報　ユーザーコード

小学生ママクッキング教室 更新年月日(西暦)

小学生ママクッキング教室 更新時間

小学生ママクッキング教室 性別

小学生ママクッキング教室 実施日年齢

小学生ママクッキング教室 実施時国保区分

小学生ママクッキング教室 子供の生年月日

小学生ママクッキング教室 子供の年齢

小学生ママクッキング教室 担当者

小学生ママクッキング教室 特記事項

小学生ママクッキング教室 受診番号

小学生ママクッキング教室 請求日（月）

小学生ママクッキング教室 子供の学年



小学生ママクッキング教室 子供の学校名

妊婦健診（子宮がん） 西暦年度

妊婦健診（子宮がん） 宛名番号

妊婦健診（子宮がん） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（子宮がん） 受診日

妊婦健診（子宮がん） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（子宮がん） 更新年月日(和暦)

妊婦健診（子宮がん） 更新時間

妊婦健診（子宮がん） 性別

妊婦健診（子宮がん） 受診日年齢

妊婦健診（子宮がん） 受診時国保区分

妊婦健診（子宮がん） 実施医療機関

妊婦健診（子宮がん） 妊娠週数

妊婦健診（子宮がん） 出産予定日

妊婦健診（子宮がん） 出産予定日年齢

妊婦健診（子宮がん） 前回子宮頸がん検査受診日

妊婦健診（子宮がん） 子宮頸がん細胞診断

妊婦健診（子宮がん） 子宮頸がん臨床診断

妊婦健診（子宮がん） 子宮頸がん臨床診断その他内容

妊婦健診（子宮がん） 子宮頸がん検査結果

妊婦健診（子宮がん） 子宮頸がん検査結果その他内容

妊婦健診（子宮がん） 受診番号

妊婦健診（子宮がん） 請求日（月）

妊婦健診（子宮がん） 特記事項

妊婦健診（子宮がん） 年度末年齢

妊婦健診（子宮がん） 採取

妊婦健診（子宮がん） ベセスダ判定

妊婦健診（子宮がん） ベセスダ判定(2d再掲)

妊婦健診（子宮がん） 精検実施医療機関

妊婦健診（子宮がん） 医師名

妊婦健診（子宮がん） 精密検査実施日

妊婦健診（子宮がん） 精密検査（完了・未完了）

妊婦健診（子宮がん） 検査方法（その他）

妊婦健診（子宮がん） その他のがん（疑い含む）

妊婦健診（子宮がん） その他の疾患

妊婦健診（子宮がん） ＨＰＶ検査結果

妊婦健診（子宮がん） 治療要否

妊婦健診（子宮がん） 治療開始日

妊婦健診（子宮がん） 治療医療機関

妊婦健診（子宮がん） 紹介医療機関名

妊婦健診（子宮がん） 原発性の有無　　　*がん*

妊婦健診（子宮がん） 総合診断名



妊婦健診（子宮がん） 総合指導区分

妊婦健診（子宮がん） 西暦年度

妊婦健診（子宮がん） 宛名番号

妊婦健診（子宮がん） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（子宮がん） 受診日

妊婦健診（子宮がん） SEQ

妊婦健診（子宮がん） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（子宮がん） 更新年月日(西暦)

妊婦健診（子宮がん） 更新時間

妊婦健診（子宮がん） 診断・所見

妊婦健診（子宮がん） 西暦年度

妊婦健診（子宮がん） 宛名番号

妊婦健診（子宮がん） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（子宮がん） 受診日

妊婦健診（子宮がん） SEQ

妊婦健診（子宮がん） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（子宮がん） 更新年月日(西暦)

妊婦健診（子宮がん） 更新時間

妊婦健診（子宮がん） 治療方法

妊婦健診（子宮がん） 西暦年度

妊婦健診（子宮がん） 宛名番号

妊婦健診（子宮がん） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（子宮がん） 受診日

妊婦健診（子宮がん） SEQ

妊婦健診（子宮がん） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（子宮がん） 更新年月日(西暦)

妊婦健診（子宮がん） 更新時間

妊婦健診（子宮がん） 検査方法

妊婦健診（ＨＩＶ） 西暦年度

妊婦健診（ＨＩＶ） 宛名番号

妊婦健診（ＨＩＶ） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（ＨＩＶ） 受診日

妊婦健診（ＨＩＶ） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（ＨＩＶ） 更新年月日(和暦)

妊婦健診（ＨＩＶ） 更新時間

妊婦健診（ＨＩＶ） 性別

妊婦健診（ＨＩＶ） 受診日年齢

妊婦健診（ＨＩＶ） 受診時国保区分

妊婦健診（ＨＩＶ） 実施医療機関

妊婦健診（ＨＩＶ） 妊娠週数

妊婦健診（ＨＩＶ） 出産予定日

妊婦健診（ＨＩＶ） 出産予定日年齢



妊婦健診（ＨＩＶ） 受診番号

妊婦健診（ＨＩＶ） 請求日（月）

妊婦健診（ＨＩＶ） 特記事項

妊婦健診（ＨＩＶ） 年度末年齢

妊婦健診（超音波） 西暦年度

妊婦健診（超音波） 宛名番号

妊婦健診（超音波） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（超音波） 受診日

妊婦健診（超音波） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（超音波） 更新年月日(西暦)

妊婦健診（超音波） 更新時間

妊婦健診（超音波） 性別

妊婦健診（超音波） 受診日年齢

妊婦健診（超音波） 受診時国保区分

妊婦健診（超音波） 実施医療機関

妊婦健診（超音波） 妊娠週数

妊婦健診（超音波） 出産予定日

妊婦健診（超音波） 出産予定日年齢

妊婦健診（超音波） 受診番号

妊婦健診（超音波） 請求日（月）

妊婦健診（超音波） 特記事項

妊婦健診（超音波） 年度末年齢

妊婦健診（超音波） 回数

妊婦健診（GBS） 西暦年度

妊婦健診（GBS） 宛名番号

妊婦健診（GBS） 親子ＳＥＱ

妊婦健診（GBS） 受診日

妊婦健診（GBS） 更新情報　ユーザーコード

妊婦健診（GBS） 更新日

妊婦健診（GBS） 更新時間

妊婦健診（GBS） 性別

妊婦健診（GBS） 受診日年齢

妊婦健診（GBS） 受講時国保区分

妊婦健診（GBS） 受診番号

妊婦健診（GBS） 請求日（月）

妊婦健診（GBS） 特記事項

妊婦健診（GBS） 検査結果

妊婦健診（GBS） 検査結果

妊婦健診（GBS） 実施医療機関

不妊治療 西暦年度

不妊治療 宛名番号

不妊治療 申請日



不妊治療 更新情報　ユーザーコード

不妊治療 更新年月日(西暦)

不妊治療 更新時間

不妊治療 性別

不妊治療 実施日年齢

不妊治療 実施時国保区分

不妊治療 治療開始日

不妊治療 特記事項

不妊治療 受診番号

不妊治療 請求日（月）

不妊治療 治療項目

不妊治療 親子ＳＥＱ

不妊治療 備考

不妊治療 治療終了日

不妊治療 申請区分

不妊治療 医療機関区分

早期不妊検査 西暦年度

早期不妊検査 宛名番号

早期不妊検査 申請日

早期不妊検査 更新情報　ユーザーコード

早期不妊検査 更新年月日(西暦)

早期不妊検査 更新時間

早期不妊検査 性別

早期不妊検査 実施日年齢

早期不妊検査 実施時国保区分

早期不妊検査 検査開始日

早期不妊検査 特記事項

早期不妊検査 受診番号

早期不妊検査 請求日（月）

早期不妊検査 検査項目

早期不妊検査 親子ＳＥＱ

早期不妊検査 検査項目（その他）

早期不妊検査 検査終了日

早期不妊検査 申請区分

早期不妊検査 医療機関区分

母子プロフィール 宛名番号

母子プロフィール 更新者

母子プロフィール 更新日

母子プロフィール 更新時間

母子プロフィール 発達状況１ できた

母子プロフィール 発達状況１ できてない

母子プロフィール 発達状況２ できた



母子プロフィール 発達状況２ できてない

母子プロフィール 発達状況３ できた

母子プロフィール 発達状況３ できてない

母子プロフィール 発達状況４ できた

母子プロフィール 発達状況４ できてない

母子プロフィール 発達状況５ できた

母子プロフィール 発達状況５ できてない

母子プロフィール 発達状況６ できた

母子プロフィール 発達状況６ できてない

母子プロフィール 発達状況７ できた

母子プロフィール 発達状況７ できてない

母子プロフィール 発達状況８ できた

母子プロフィール 発達状況８ できてない

母子プロフィール 発達状況９ できた

母子プロフィール 発達状況９ できてない

母子プロフィール 発達状況１０ できた

母子プロフィール 発達状況１０ できてない

母子プロフィール 発達状況１１ できた

母子プロフィール 発達状況１１ できてない

母子プロフィール 発達状況１２ できた

母子プロフィール 発達状況１２ できてない

母子プロフィール 発達状況１３ できた

母子プロフィール 発達状況１３ できてない

母子プロフィール 発達状況１４ できた

母子プロフィール 発達状況１４ できてない

母子プロフィール 発達状況１５ できた

母子プロフィール 発達状況１５ できてない

母子プロフィール 発達状況１６ できた

母子プロフィール 発達状況１６ できてない

母子プロフィール 発達状況１７ できた

母子プロフィール 発達状況１７ できてない

母子プロフィール 発達状況１８ できた

母子プロフィール 発達状況１８ できてない

母子プロフィール 発達状況１９ できた

母子プロフィール 発達状況１９ できてない

母子プロフィール 発達状況２０ できた

母子プロフィール 発達状況２０ できてない

母子プロフィール 発達状況２１ できた

母子プロフィール 発達状況２１ できてない

母子プロフィール 発達状況２２ できた

母子プロフィール 発達状況２２ できてない

母子プロフィール 発達状況２３ できた



母子プロフィール 発達状況２３ できてない

母子プロフィール 発達状況２４ できた

母子プロフィール 発達状況２４ できてない

母子プロフィール 発達状況２５ できた

母子プロフィール 発達状況２５ できてない

母子プロフィール 神経芽細胞腫有無

母子プロフィール 神経芽細胞腫結果

母子既往歴 宛名番号

母子既往歴 ＳＥＱ

母子既往歴 更新者

母子既往歴 更新日

母子既往歴 更新時間

母子既往歴 既往歴　月齢

母子既往歴 病名

歯科発達状況 宛名番号

歯科発達状況 ＳＥＱ

歯科発達状況 更新者

歯科発達状況 更新日

歯科発達状況 更新時間

歯科発達状況 歯科発達状況　月齢

歯科発達状況 病名


