
基本健康診査 西暦年度
基本健康診査 宛名番号
基本健康診査 受診日
基本健康診査 更新情報 ユーザーコード
基本健康診査 更新年月日(西暦)
基本健康診査 更新時間
基本健康診査 性別
基本健康診査 受診日年齢
基本健康診査 年度末年齢
基本健康診査 基準日年齢
基本健康診査 受診時国保区分
基本健康診査 事業区分
基本健康診査 整理番号
基本健康診査 実施医療機関
基本健康診査 判定
基本健康診査 身長
基本健康診査 体重
基本健康診査 基準体重
基本健康診査 肥満度
基本健康診査 BMI
基本健康診査 肥満度P
基本健康診査 最高血圧
基本健康診査 最低血圧
基本健康診査 心電図
基本健康診査 眼底
基本健康診査 白血球数
基本健康診査 赤血球数
基本健康診査 ヘマトクリット
基本健康診査 ヘモグロビン
基本健康診査 尿蛋白
基本健康診査 尿糖
基本健康診査 尿潜血
基本健康診査 GOT
基本健康診査 GPT
基本健康診査 γ．GTP
基本健康診査 アルブミン
基本健康診査 血糖
基本健康診査 血糖̲食後
基本健康診査 ＨｂＡ１ｃ（JDS値）
基本健康診査 クレアチニン
基本健康診査 尿酸



基本健康診査 総コレステロール
基本健康診査 HDLコレステロール
基本健康診査 LDLコレステロール
基本健康診査 中性脂肪
基本健康診査 CRP̲定量
基本健康診査 特記事項
基本健康診査 総合検診区分
基本健康診査 請求日（月）
基本健康診査 体脂肪率
基本健康診査 ウエスト周囲径
基本健康診査 ＡＬＰ値
基本健康診査 フルクトサミン
基本健康診査 尿素窒素
基本健康診査 精検受診日
基本健康診査 精検診断名
基本健康診査 精検指導区分
基本健康診査 保健指導対象者グループ
基本健康診査 ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）
基本健康診査 採血時間（食後）
基本健康診査 ｅＧＦＲ
基本健康診査 ｅＧＦＲ重症度
基本健康診査 ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール
基本健康診査 眼底 ＷＯＮＧ
基本健康診査 眼底 ＤＡＶＩＳ
基本健康診査 食事をかんで食べるときの状態
基本健康診査 朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取
基本健康診査 情報提供の方法
基本健康診査 初回面接実施
基本健康診査 支援相当該当区分
胃がん検診 西暦年度
胃がん検診 宛名番号
胃がん検診 受診日
胃がん検診 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診 更新年月日(西暦)
胃がん検診 更新時間
胃がん検診 性別
胃がん検診 受診日年齢
胃がん検診 年度末年齢
胃がん検診 基準日年齢
胃がん検診 受診時国保区分
胃がん検診 事業区分



胃がん検診 整理番号
胃がん検診 実施医療機関
胃がん検診 胃検査の受診歴
胃がん検診 過去の受診時期
胃がん検診 過去の受診結果
胃がん検診 過去の受診結果（病名）
胃がん検診 過去の胃レントゲン受診時期
胃がん検診 過去の胃カメラ受診時期
胃がん検診 診断結果
胃がん検診 指示区分
胃がん検診 診断医師名
胃がん検診 特記事項
胃がん検診 総合検診区分
胃がん検診 請求日（月）
胃がん検診 精検受診日
胃がん検診 精検診断名
胃がん検診 精検指導区分
胃がん検診 請求月
胃がん検診 内視鏡診断
胃がん検診 内視鏡診断結果
子宮がん検診 西暦年度
子宮がん検診 宛名番号
子宮がん検診 検診日
子宮がん検診 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診 更新年月日(西暦)
子宮がん検診 更新時間
子宮がん検診 性別
子宮がん検診 受診日年齢
子宮がん検診 年度末年齢
子宮がん検診 基準日年齢
子宮がん検診 受診時国保区分
子宮がん検診 事業区分
子宮がん検診 整理番号
子宮がん検診 実施医療機関
子宮がん検診 子宮がん検診の受診歴
子宮がん検診 過去の受診時期
子宮がん検診 過去の受診結果
子宮がん検診 過去の受診結果（病名）
子宮がん検診 頚部 細胞診クラス分類
子宮がん検診 頚部 細胞診指示
子宮がん検診 体部 細胞診クラス分類＿＿＿＿※



子宮がん検診 体部 細胞診指示＿＿＿＿＿＿※
子宮がん検診 総合判定
子宮がん検診 担当医師名
子宮がん検診 特記事項
子宮がん検診 総合検診区分
子宮がん検診 請求日（月）
子宮がん検診 精検受診日
子宮がん検診 精検診断名
子宮がん検診 精検指導区分
子宮がん検診 採取
子宮がん検診 ベセスダ判定＿＿＿＿＿＿＿※
子宮がん検診 ベセスダ判定（2ｄ再掲）＿＿＿＿＿※
子宮がん検診 請求月
子宮がん検診 検体の適否
子宮がん検診 西暦年度
子宮がん検診 宛名番号
子宮がん検診 検診日
子宮がん検診 ＳＥＱ
子宮がん検診 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診 更新年月日(西暦)
子宮がん検診 更新時間
子宮がん検診 頚部 臨床診断
子宮がん検診 西暦年度
子宮がん検診 宛名番号
子宮がん検診 検診日
子宮がん検診 ＳＥＱ
子宮がん検診 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診 更新年月日(西暦)
子宮がん検診 更新時間
子宮がん検診 体部 臨床診断
乳がん検診 西暦年度
乳がん検診 宛名番号
乳がん検診 検診日
乳がん検診 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診 更新年月日(西暦)
乳がん検診 更新時間
乳がん検診 性別
乳がん検診 受診日年齢
乳がん検診 年度末年齢
乳がん検診 基準日年齢
乳がん検診 受診時国保区分



乳がん検診 事業区分
乳がん検診 整理番号
乳がん検診 実施医療機関
乳がん検診 乳がん検診の受診歴
乳がん検診 過去の受診年齢
乳がん検診 過去の受診時期
乳がん検診 過去の受診結果
乳がん検診 過去の受診結果（病名）
乳がん検診 自覚症状 しこり有無
乳がん検診 自覚症状 しこり部位
乳がん検診 自覚症状 痛み有無
乳がん検診 自覚症状 痛み部位
乳がん検診 自覚症状 異常分泌有無
乳がん検診 自覚症状 異常分泌部位
乳がん検診 授乳中区分
乳がん検診 マンモ 撮影方向
乳がん検診 マンモ 右カテゴリー
乳がん検診 マンモ 左カテゴリー
乳がん検診 視触診 右診断
乳がん検診 視触診 左診断
乳がん検診 総合判定
乳がん検診 総合指示区分
乳がん検診 統計用判定
乳がん検診 診断医師名
乳がん検診 特記事項
乳がん検診 総合検診区分
乳がん検診 請求日（月）
乳がん検診 精検受診日
乳がん検診 精検診断名
乳がん検診 精検指導区分
乳がん検診 マンモ 所見
乳がん検診 視触診 病変
乳がん検診 マンモ 右病変＿＿＿＿＿＿＿※
乳がん検診 マンモ 左病変＿＿＿＿＿＿＿※
乳がん検診 マンモ 病変
乳がん検診 臨床 右所見
乳がん検診 臨床 左所見
乳がん検診 視触診 所見
乳がん検診 請求月
大腸がん検診 西暦年度
大腸がん検診 宛名番号



大腸がん検診 検体提出日
大腸がん検診 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診 更新年月日(西暦)
大腸がん検診 更新時間
大腸がん検診 性別
大腸がん検診 受診日年齢
大腸がん検診 年度末年齢
大腸がん検診 基準日年齢
大腸がん検診 受診時国保区分
大腸がん検診 事業区分
大腸がん検診 整理番号
大腸がん検診 実施医療機関
大腸がん検診 大腸がん検診の受診歴
大腸がん検診 過去の受診時期
大腸がん検診 過去の受診結果
大腸がん検診 過去の受診結果（病名）
大腸がん検診 便の具合
大腸がん検診 １日目 採取日
大腸がん検診 １日目 検査結果
大腸がん検診 ２日目 採取日
大腸がん検診 ２日目 検査結果
大腸がん検診 指示区分
大腸がん検診 診断医師名
大腸がん検診 特記事項
大腸がん検診 総合検診区分
大腸がん検診 請求日（月）
大腸がん検診 精検受診日
大腸がん検診 精検診断名
大腸がん検診 精検指導区分
大腸がん検診 大腸がん検診の前年度受診
大腸がん検診 請求月
大腸がん検診 送付用検査キット使用
歯周疾患検診 西暦年度
歯周疾患検診 宛名番号
歯周疾患検診 受診日
歯周疾患検診 更新情報 ユーザーコード
歯周疾患検診 更新年月日(西暦)
歯周疾患検診 更新時間
歯周疾患検診 性別
歯周疾患検診 受診日年齢
歯周疾患検診 年度末年齢



歯周疾患検診 基準日年齢
歯周疾患検診 受診時国保区分
歯周疾患検診 受付開始時間
歯周疾患検診 受付終了時間
歯周疾患検診 事業区分
歯周疾患検診 受診番号
歯周疾患検診 実施医療機関
歯周疾患検診 歯列・咬合
歯周疾患検診 顎関節
歯周疾患検診 歯垢の状態
歯周疾患検診 粘膜の状態
歯周疾患検診 判定コード
歯周疾患検診 DMF 18
歯周疾患検診 DMF 17
歯周疾患検診 DMF 16
歯周疾患検診 DMF 15
歯周疾患検診 DMF 14
歯周疾患検診 DMF 13
歯周疾患検診 DMF 12
歯周疾患検診 DMF 11
歯周疾患検診 DMF 21
歯周疾患検診 DMF 22
歯周疾患検診 DMF 23
歯周疾患検診 DMF 24
歯周疾患検診 DMF 25
歯周疾患検診 DMF 26
歯周疾患検診 DMF 27
歯周疾患検診 DMF 28
歯周疾患検診 DMF 48
歯周疾患検診 DMF 47
歯周疾患検診 DMF 46
歯周疾患検診 DMF 45
歯周疾患検診 DMF 44
歯周疾患検診 DMF 43
歯周疾患検診 DMF 42
歯周疾患検診 DMF 41
歯周疾患検診 DMF 31
歯周疾患検診 DMF 32
歯周疾患検診 DMF 33
歯周疾患検診 DMF 34
歯周疾患検診 DMF 35



歯周疾患検診 DMF 36
歯周疾患検診 DMF 37
歯周疾患検診 DMF 38
歯周疾患検診 健全歯数
歯周疾患検診 未処置歯数
歯周疾患検診 処置歯数
歯周疾患検診 現在歯数
歯周疾患検診 要補綴歯数
歯周疾患検診 欠損補綴歯数
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 17･16
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 11
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 26･27
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 37･36
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 31
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ 46･47
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ判定コード（最大）
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 16
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 11
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 26
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 36
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 31
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外 46
歯周疾患検診 ＣＰＩＴＮ以外判定コード（最大）
歯周疾患検診 総合判定
歯周疾患検診 歯科医師名
歯周疾患検診 特記事項
歯周疾患検診 総合検診区分
歯周疾患検診 請求日（月）
歯周疾患検診 精検受診日
歯周疾患検診 精検診断名
歯周疾患検診 精検指導区分
歯周疾患検診 妊産婦区分
骨粗しょう症検診 西暦年度
骨粗しょう症検診 宛名番号
骨粗しょう症検診 検診日
骨粗しょう症検診 更新情報 ユーザーコード
骨粗しょう症検診 更新年月日(西暦)
骨粗しょう症検診 更新時間
骨粗しょう症検診 性別
骨粗しょう症検診 受診日年齢
骨粗しょう症検診 年度末年齢



骨粗しょう症検診 基準日年齢
骨粗しょう症検診 受診時国保区分
骨粗しょう症検診 事業区分
骨粗しょう症検診 整理番号
骨粗しょう症検診 実施医療機関
骨粗しょう症検診 遠位31̲橈骨
骨粗しょう症検診 遠位31̲骨塩量
骨粗しょう症検診 遠位31̲骨面積
骨粗しょう症検診 遠位31̲骨密
骨粗しょう症検診 遠位31̲若年骨密
骨粗しょう症検診 踵̲指数
骨粗しょう症検診 踵̲骨密
骨粗しょう症検診 踵̲若年骨密
骨粗しょう症検診 Ｚスコア
骨粗しょう症検診 Ｔスコア
骨粗しょう症検診 身長
骨粗しょう症検診 体重
骨粗しょう症検診 前腕長
骨粗しょう症検診 判定
骨粗しょう症検診 診断医師名
骨粗しょう症検診 特記事項
骨粗しょう症検診 総合検診区分
骨粗しょう症検診 請求日（月）
骨粗しょう症検診 精検受診日
骨粗しょう症検診 精検診断名
骨粗しょう症検診 精検指導区分
骨粗しょう症検診 Ｚスコア（SD）
骨粗しょう症検診 Ｔスコア（SD）
前立腺がん検診 西暦年度
前立腺がん検診 宛名番号
前立腺がん検診 検診日
前立腺がん検診 更新情報 ユーザーコード
前立腺がん検診 更新年月日(西暦)
前立腺がん検診 更新時間
前立腺がん検診 性別
前立腺がん検診 受診日年齢
前立腺がん検診 年度末年齢
前立腺がん検診 基準日年齢
前立腺がん検診 受診時国保区分
前立腺がん検診 事業区分
前立腺がん検診 整理番号



前立腺がん検診 実施医療機関
前立腺がん検診 前立腺がん検査の受診歴
前立腺がん検診 過去の受診時期
前立腺がん検診 過去の受診結果
前立腺がん検診 過去の受診結果（病名）
前立腺がん検診 ＰＳＡ測定値
前立腺がん検診 診断結果
前立腺がん検診 指示区分
前立腺がん検診 診断医師名
前立腺がん検診 特記事項
前立腺がん検診 総合検診区分
前立腺がん検診 請求日（月）
前立腺がん検診 精検受診日
前立腺がん検診 精検診断名
前立腺がん検診 精検指導区分
前立腺がん検診 請求月
人間ドック健康診査 西暦年度
人間ドック健康診査 宛名番号
人間ドック健康診査 受診日
人間ドック健康診査 更新情報 ユーザーコード
人間ドック健康診査 更新年月日(西暦)
人間ドック健康診査 更新時間
人間ドック健康診査 性別
人間ドック健康診査 受診日年齢
人間ドック健康診査 年度末年齢
人間ドック健康診査 基準日年齢
人間ドック健康診査 受診時国保区分
人間ドック健康診査 受診券整理番号
人間ドック健康診査 受診券有効期限
人間ドック健康診査 受診券発行保険者番号
人間ドック健康診査 医療機関名
人間ドック健康診査 請求日（月）
人間ドック健康診査 身長
人間ドック健康診査 体重
人間ドック健康診査 腹囲
人間ドック健康診査 標準体重
人間ドック健康診査 肥満度分類
人間ドック健康診査 ＢＭＩ
人間ドック健康診査 内臓脂肪面積
人間ドック健康診査 内臓脂肪判定
人間ドック健康診査 裸眼 右



人間ドック健康診査 裸眼 左
人間ドック健康診査 レンズ 右
人間ドック健康診査 レンズ 左
人間ドック健康診査 回数
人間ドック健康診査 判定
人間ドック健康診査 既往歴
人間ドック健康診査 具体的な既往歴
人間ドック健康診査 自覚症状
人間ドック健康診査 具体的な自覚症状
人間ドック健康診査 他覚症状
人間ドック健康診査 具体的な他覚症状
人間ドック健康診査 血圧 (収縮期) １回目
人間ドック健康診査 血圧 (拡張期) １回目
人間ドック健康診査 血圧分類 １回目
人間ドック健康診査 血圧 (収縮期) ２回目
人間ドック健康診査 血圧 (拡張期) ２回目
人間ドック健康診査 血圧分類 ２回目
人間ドック健康診査 血圧 (収縮期) その他
人間ドック健康診査 血圧 (拡張期) その他
人間ドック健康診査 血圧分類 その他
人間ドック健康診査 血圧判定
人間ドック健康診査 採血時間（食後）
人間ドック健康診査 白血球数
人間ドック健康診査 赤血球数
人間ドック健康診査 血色素数
人間ドック健康診査 ヘマトクリット値
人間ドック健康診査 血小板数
人間ドック健康診査 貧血判定
人間ドック健康診査 貧血検査実施理由
人間ドック健康診査 蛋白
人間ドック健康診査 糖
人間ドック健康診査 ウノビリノーゲン
人間ドック健康診査 潜血
人間ドック健康診査 潜血ヒトヘモグロビン免疫法
人間ドック健康診査 総蛋白
人間ドック健康診査 蛋白分画 アルブミン
人間ドック健康診査 α１
人間ドック健康診査 α２
人間ドック健康診査 β
人間ドック健康診査 γ
人間ドック健康診査 ＡＳＴ(ＧＯＴ)



人間ドック健康診査 ＡＬＴ(ＧＰＴ)
人間ドック健康診査 ＡＬ－Ｐ
人間ドック健康診査 γ－ＧＴ(γ－ＧＴＰ)
人間ドック健康診査 ＬＤＨ
人間ドック健康診査 総コレステロール
人間ドック健康診査 ＬＤＬコレステロール
人間ドック健康診査 ＨＤＬコレステロール
人間ドック健康診査 中性脂肪
人間ドック健康診査 ＣＰＫ
人間ドック健康診査 空腹時血糖
人間ドック健康診査 ヘモグロビンＡ１ｃ
人間ドック健康診査 アミラーゼ
人間ドック健康診査 脂質判定
人間ドック健康診査 肝機能判定
人間ドック健康診査 尿酸
人間ドック健康診査 尿素窒素
人間ドック健康診査 クレアチニン
人間ドック健康診査 随時血糖
人間ドック健康診査 血糖判定
人間ドック健康診査 聴打診
人間ドック健康診査 理学所見
人間ドック健康診査 心電図所見の有無
人間ドック健康診査 心電図所見
人間ドック健康診査 心電図検査実施理由
人間ドック健康診査 所見
人間ドック健康診査 心胸比
人間ドック健康診査 辺縁不整
人間ドック健康診査 胃角変形
人間ドック健康診査 陰影欠損
人間ドック健康診査 弯入・ひきつれ
人間ドック健康診査 ヒダ集中
人間ドック健康診査 ニッシェ・Ｂａたまり
人間ドック健康診査 隆起性病変
人間ドック健康診査 ヒダ・アレアの乱れ
人間ドック健康診査 球部変形・不充
人間ドック健康診査 その他
人間ドック健康診査 右
人間ドック健康診査 右所見
人間ドック健康診査 左
人間ドック健康診査 左所見
人間ドック健康診査 眼底 ＫＷ



人間ドック健康診査 眼底 Ｈ
人間ドック健康診査 眼底 Ｓ
人間ドック健康診査 眼底 SCOTT
人間ドック健康診査 眼底所見
人間ドック健康診査 眼底検査実施理由
人間ドック健康診査 メタボリックシンドローム判定
人間ドック健康診査 保健指導レベル
人間ドック健康診査 情報提供内容
人間ドック健康診査 高血圧
人間ドック健康診査 心疾患(心電図異常あり)
人間ドック健康診査 心疾患(心電図異常なし)
人間ドック健康診査 貧血(疑いを含む)
人間ドック健康診査 肝疾患(疑いを含む)
人間ドック健康診査 アルコール性肝疾患(疑いを含む)
人間ドック健康診査 糖尿病(疑いを含む)
人間ドック健康診査 腎機能障害(疑いを含む)
人間ドック健康診査 脂質異常症
人間ドック健康診査 脳血管障害(疑いを含む)
人間ドック健康診査 呼吸器疾患(疑いを含む)
人間ドック健康診査 消火器疾患(疑いを含む)
人間ドック健康診査 泌尿器疾患(疑いを含む)
人間ドック健康診査 肥満(BMI25以上)
人間ドック健康診査 高尿酸血症
人間ドック健康診査 その他
人間ドック健康診査 診察結果
人間ドック健康診査 病院名担当医
人間ドック健康診査 市 記入欄
人間ドック健康診査 医師の判断
人間ドック健康診査 判断した医師の氏名
人間ドック健康診査 最終受診年月
人間ドック健康診査 受診結果
人間ドック健康診査 これまでにかかった病気
人間ドック健康診査 病名
人間ドック健康診査 現在治療中の病気
人間ドック健康診査 病名
人間ドック健康診査 自覚症状
人間ドック健康診査 自覚症状詳細
人間ドック健康診査 女性のみ(生理について)
人間ドック健康診査 閉経年齢
人間ドック健康診査 アレルギー体質
人間ドック健康診査 アレルギー詳細



人間ドック健康診査 心臓病(続柄)
人間ドック健康診査 脳卒中(続柄)
人間ドック健康診査 がん(続柄)
人間ドック健康診査 糖尿病(続柄)
人間ドック健康診査 高血圧(続柄)
人間ドック健康診査 その他(病名)
人間ドック健康診査 その他(続柄)
人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（血圧）
人間ドック健康診査 薬剤名（血圧）
人間ドック健康診査 服薬理由（血圧）
人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（血糖）
人間ドック健康診査 薬剤名（血糖）
人間ドック健康診査 服薬理由（血糖）
人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（脂質）
人間ドック健康診査 薬剤名（脂質）
人間ドック健康診査 服薬理由（脂質）
人間ドック健康診査 血圧を下げる薬を服用
人間ドック健康診査 インスリン注射又は血糖を下げる薬を服用
人間ドック健康診査 コレステロールを下げる薬を服用
人間ドック健康診査 脳卒中の罹患・治療あり
人間ドック健康診査 心臓病の罹患・治療あり
人間ドック健康診査 腎不全の罹患・治療あり
人間ドック健康診査 貧血といわれたことがある
人間ドック健康診査 タバコを習慣的に吸っている
人間ドック健康診査 20歳の時から10Kg以上増加
人間ドック健康診査 30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施
人間ドック健康診査 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
人間ドック健康診査 同世代の同性と比較して歩く速度が速い
人間ドック健康診査 １年間で体重の増減が±3Kg以上
人間ドック健康診査 人と比較して食べる速度が速い
人間ドック健康診査 就寝前の食事が週に３回以上
人間ドック健康診査 夕食後の間食が週３回以上
人間ドック健康診査 朝食を抜くことが週３回以上
人間ドック健康診査 お酒を飲む程度
人間ドック健康診査 １日あたりの飲酒量
人間ドック健康診査 睡眠で休養が得られている
人間ドック健康診査 生活習慣を改善してみようと思う
人間ドック健康診査 生活習慣（運動）を改善してみようと思う
人間ドック健康診査 生活習慣（食事）を改善してみようと思う
人間ドック健康診査 生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う
人間ドック健康診査 保健指導を利用する



人間ドック健康診査 一番心配している病気や症状の相談
人間ドック健康診査 年齢が比較的若い
人間ドック健康診査 保健指導レベルが悪化
人間ドック健康診査 生活習慣改善の必要性が高い
人間ドック健康診査 前年度対象であったが指導未受診
人間ドック健康診査 優先付け項目⑤
人間ドック健康診査 優先付け項目⑥
人間ドック健康診査 優先付け項目⑦
人間ドック健康診査 優先付け項目⑧
人間ドック健康診査 優先付け項目⑨
人間ドック健康診査 優先付け項目⑩
人間ドック健康診査 喫煙区分
人間ドック健康診査 喫煙本数
人間ドック健康診査 喫煙年数
人間ドック健康診査 情報提供（受診の必要性を含む）
人間ドック健康診査 個別の働きかけ
人間ドック健康診査 特定保健指導以外での指導
人間ドック健康診査 特定健診機関番号
人間ドック健康診査 特定健診機関名称
人間ドック健康診査 特定健診機関郵便番号
人間ドック健康診査 特定健診機関所在地
人間ドック健康診査 特定健診機関電話番号
人間ドック健康診査 保険者番号
人間ドック健康診査 被保険者証等記号
人間ドック健康診査 被保険者証等番号
人間ドック健康診査 受診者氏名
人間ドック健康診査 受診者郵便番号
人間ドック健康診査 受診者住所
人間ドック健康診査 国保連から取込み
人間ドック健康診査 国保連からの取込み日
人間ドック健康診査 健診機関から取込み
人間ドック健康診査 健診機関からの取込み日
人間ドック健康診査 実施区分
人間ドック健康診査 身長項目コード
人間ドック健康診査 体重項目コード
人間ドック健康診査 ＢＭＩ項目コード
人間ドック健康診査 腹囲項目コード
人間ドック健康診査 内臓脂肪面積項目コード
人間ドック健康診査 既往歴項目コード
人間ドック健康診査 具体的な既往歴項目コード
人間ドック健康診査 自覚症状項目コード



人間ドック健康診査 具体的な自覚症状項目コード
人間ドック健康診査 他覚症状項目コード
人間ドック健康診査 具体的な他覚症状項目コード
人間ドック健康診査 血圧（収縮期）１回目項目コード
人間ドック健康診査 血圧（拡張期）１回目項目コード
人間ドック健康診査 血圧（収縮期）２回目項目コード
人間ドック健康診査 血圧（拡張期）２回目項目コード
人間ドック健康診査 血圧（収縮期）その他項目コード
人間ドック健康診査 血圧（拡張期）その他項目コード
人間ドック健康診査 採血時間（食後）項目コード
人間ドック健康診査 中性脂肪項目コード
人間ドック健康診査 ＨＤＬコレステロール項目コード
人間ドック健康診査 ＬＤＬコレステロール項目コード
人間ドック健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)項目コード
人間ドック健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)項目コード
人間ドック健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)項目コード
人間ドック健康診査 空腹時血糖項目コード
人間ドック健康診査 随時血糖項目コード
人間ドック健康診査 ＨｂＡ１ｃ項目コード
人間ドック健康診査 尿糖項目コード
人間ドック健康診査 尿蛋白項目コード
人間ドック健康診査 ヘマトクリット項目コード
人間ドック健康診査 ヘモグロビン項目コード
人間ドック健康診査 赤血球数項目コード
人間ドック健康診査 貧血検査実施理由項目コード
人間ドック健康診査 心電図所見有無項目コード
人間ドック健康診査 心電図所見項目コード
人間ドック健康診査 心電図実施理由項目コード
人間ドック健康診査 眼底ＫＷ項目コード
人間ドック健康診査 眼底Ｈ項目コード
人間ドック健康診査 眼底Ｓ項目コード
人間ドック健康診査 眼底scott項目コード
人間ドック健康診査 眼底所見項目コード
人間ドック健康診査 眼底検査実施理由項目コード
人間ドック健康診査 メタボリックシンドローム判定項目コード
人間ドック健康診査 医師の判断項目コード
人間ドック健康診査 医師の氏名項目コード
人間ドック健康診査 保健指導レベル項目コード
人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（血圧）項目コード
人間ドック健康診査 薬剤名（血圧）項目コード
人間ドック健康診査 服薬理由（血圧）項目コード



人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（血糖）項目コード
人間ドック健康診査 薬剤名（血糖）
人間ドック健康診査 服薬理由（血糖）
人間ドック健康診査 薬剤治療の有無（脂質）項目コード
人間ドック健康診査 薬剤名（脂質）
人間ドック健康診査 服薬理由（脂質）
人間ドック健康診査 脳卒中の罹患・治療あり項目コード
人間ドック健康診査 心臓病の罹患・治療あり項目コード
人間ドック健康診査 腎不全の罹患・治療あり項目コード
人間ドック健康診査 貧血といわれたことがある項目コード
人間ドック健康診査 タバコを習慣的に吸っている項目コード
人間ドック健康診査 20歳の時からの体重変化項目コード
人間ドック健康診査 30分以上の運動週間項目コード
人間ドック健康診査 歩行または身体活動項目コード
人間ドック健康診査 歩行速度項目コード
人間ドック健康診査 １年間の体重変化項目コード
人間ドック健康診査 食べ方（早食い等）項目コード
人間ドック健康診査 食べ方（就寝前）項目コード
人間ドック健康診査 食べ方（夜間／間食）項目コード
人間ドック健康診査 食習慣項目コード
人間ドック健康診査 飲酒項目コード
人間ドック健康診査 飲酒量項目コード
人間ドック健康診査 睡眠項目コード
人間ドック健康診査 生活習慣の改善項目コード
人間ドック健康診査 保健指導の希望項目コード
人間ドック健康診査 貧血項目取得セクション
人間ドック健康診査 心電図項目取得セクション
人間ドック健康診査 眼底項目取得セクション
人間ドック健康診査 血圧 (収縮期)優先
人間ドック健康診査 血圧 (拡張期)優先
人間ドック健康診査 血圧分類 優先
人間ドック健康診査 総合検診区分
人間ドック健康診査 受診番号
人間ドック健康診査 精検受診日
人間ドック健康診査 精検診断名
人間ドック健康診査 精検指導区分
人間ドック健康診査 事業区分
人間ドック健康診査 食道・胃・十二指腸Ｘ線判定区分
人間ドック健康診査 ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）
人間ドック健康診査 西暦年度
人間ドック健康診査 宛名番号



人間ドック健康診査 受診日
人間ドック健康診査 ＳＥＱ
人間ドック健康診査 更新情報 ユーザーコード
人間ドック健康診査 更新年月日(西暦)
人間ドック健康診査 更新時間
人間ドック健康診査 服薬種別
人間ドック健康診査 西暦年度
人間ドック健康診査 宛名番号
人間ドック健康診査 受診日
人間ドック健康診査 ＳＥＱ
人間ドック健康診査 更新情報 ユーザーコード
人間ドック健康診査 更新年月日(西暦)
人間ドック健康診査 更新時間
人間ドック健康診査 診断名
人間ドック健康診査 指導区分
生活機能評価 西暦年度
生活機能評価 宛名番号
生活機能評価 受診日
生活機能評価 更新情報 ユーザーコード
生活機能評価 更新年月日(西暦)
生活機能評価 更新時間
生活機能評価 性別
生活機能評価 受診日年齢
生活機能評価 年度末年齢
生活機能評価 基準日年齢
生活機能評価 受診時国保区分
生活機能評価 事業区分
生活機能評価 受診番号
生活機能評価 実施医療機関
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目1（１人で外出）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目2（日用品の買い物）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目3（預貯金の出し入れ）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目4（友人の家へ訪問）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目5（家族の相談にのる）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目6（階段をつたわらずに昇る）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目7（つかまらずに立つ）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目8（１５分続けて歩く）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目9（１年間に転んだことがある）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目10（転倒の不安が大きい）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目11（６ヵ月で３ｋｇの体重減少）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目12（BMI）



生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目13（固いものが食べにくい）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目14（お茶でむせる）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目15（口の渇きが気になる）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目16（週に１回以上外出）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目17（昨年より外出回数が減少）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目18（物忘れがある）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目19（電話番号を調べてかける）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目20（今日の日付がわからない）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目21（生活に充実感がない）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目22（楽しめなくなった）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目23（おっくうに感じる）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目24（役に立つ人間だと思えない）
生活機能評価 ﾁｪｯｸ項目25（疲れたような感じがする）
生活機能評価 口腔内
生活機能評価 反復唾液嚥下
生活機能評価 運動ﾃｽﾄ日付
生活機能評価 握力
生活機能評価 開眼片足立ち時間
生活機能評価 10m歩行速度（秒）
生活機能評価 ステップ① 介護選定者
生活機能評価 ステップ① １～２０項目
生活機能評価 ステップ① 運動機能
生活機能評価 ステップ① 栄養改善
生活機能評価 ステップ① 口腔機能
生活機能評価 ステップ② １～２０項目
生活機能評価 ステップ② 運動器の機能向上（注）
生活機能評価 ステップ② 栄養改善
生活機能評価 ステップ② 口腔機能の向上
生活機能評価 ステップ② 閉じこもり予防・支援
生活機能評価 ステップ② 認知症予防・支援
生活機能評価 ステップ② うつ予防・支援
生活機能評価 ステップ③ 生活機能の低下の有無（Ｄｒ・結果）
生活機能評価 ステップ④ 介護予防事業の利用
生活機能評価 すべて不適（Ｄｒ）
生活機能評価 運動機能不適（Ｄｒ）
生活機能評価 栄養改善不適（Ｄｒ）
生活機能評価 口腔機能不適（Ｄｒ）
生活機能評価 閉じこもり不適（Ｄｒ）
生活機能評価 認知症不適（Ｄｒ）
生活機能評価 うつ不適（Ｄｒ）
生活機能評価 医療の必要性有無



生活機能評価 特記事項
生活機能評価 総合検診区分
生活機能評価 請求日（月）
生活機能評価 精検受診日
生活機能評価 精検診断名
生活機能評価 精検指導区分
肝炎ウィルス検診 西暦年度
肝炎ウィルス検診 宛名番号
肝炎ウィルス検診 検診日
肝炎ウィルス検診 更新情報 ユーザーコード
肝炎ウィルス検診 更新年月日(西暦)
肝炎ウィルス検診 更新時間
肝炎ウィルス検診 性別
肝炎ウィルス検診 受診日年齢
肝炎ウィルス検診 年度末年齢
肝炎ウィルス検診 基準日年齢
肝炎ウィルス検診 受診時国保区分
肝炎ウィルス検診 事業区分
肝炎ウィルス検診 整理番号
肝炎ウィルス検診 実施医療機関
肝炎ウィルス検診 対象者区分
肝炎ウィルス検診 過去に肝臓病を罹患または肝機能が悪いと言われた
肝炎ウィルス検診 肝臓病または肝機能が悪いと言われた時期
肝炎ウィルス検診 目的を理解したうえで検診を希望
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎受診№
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎判定結果
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎判定理由
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ（CutOffIndex）
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ抗体
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ抗原
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ－ＲＮＡ判定
肝炎ウィルス検診 Ｂ型肝炎受診№
肝炎ウィルス検診 Ｂ型肝炎判定結果（HBs抗原）
肝炎ウィルス検診 ＨＢｓ（CutOffIndex）
肝炎ウィルス検診 診断医師名
肝炎ウィルス検診 特記事項
肝炎ウィルス検診 総合検診区分
肝炎ウィルス検診 請求日（月）
肝炎ウィルス検診 精検受診日
肝炎ウィルス検診 精検診断名
肝炎ウィルス検診 精検指導区分



肝炎ウィルス検診 請求月
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎判定結果（Ｈ２５以降）
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎判定理由（Ｈ２５以降）
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ抗体の検出
肝炎ウィルス検診 ＨＣＶ抗体（Ｈ２５以降）
肝炎ウィルス検診 Ｃ型肝炎判定
肺がん検診（喀痰含む） 西暦年度
肺がん検診（喀痰含む） 宛名番号
肺がん検診（喀痰含む） 検診日
肺がん検診（喀痰含む） 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診（喀痰含む） 更新年月日(西暦)
肺がん検診（喀痰含む） 更新時間
肺がん検診（喀痰含む） 性別
肺がん検診（喀痰含む） 受診日年齢
肺がん検診（喀痰含む） 年度末年齢
肺がん検診（喀痰含む） 基準日年齢
肺がん検診（喀痰含む） 受診時国保区分
肺がん検診（喀痰含む） 事業区分
肺がん検診（喀痰含む） 整理番号
肺がん検診（喀痰含む） 実施医療機関
肺がん検診（喀痰含む） 胸部検診の受診歴
肺がん検診（喀痰含む） 過去の受診時期
肺がん検診（喀痰含む） 過去の受診結果
肺がん検診（喀痰含む） 過去の受診結果（病名）
肺がん検診（喀痰含む） たばこを吸いますか
肺がん検診（喀痰含む） 喫煙年数
肺がん検診（喀痰含む） 喫煙本数
肺がん検診（喀痰含む） 喫煙指数＿＿＿＿＿＿＿＿＿※
肺がん検診（喀痰含む） ６か月以内に血痰が出た
肺がん検診（喀痰含む） 従事した期間
肺がん検診（喀痰含む） 胸部レントゲン判定区分
肺がん検診（喀痰含む） 胸部レントゲン診断医名
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診対象区分＿＿＿＿※
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診への同意
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診判定区分＿＿＿＿※
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診検査士名
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診Class分類
肺がん検診（喀痰含む） 喀痰細胞診判定
肺がん検診（喀痰含む） 総合指導区分
肺がん検診（喀痰含む） 総合診断医名
肺がん検診（喀痰含む） 特記事項



肺がん検診（喀痰含む） 総合検診区分
肺がん検診（喀痰含む） 請求日（月）
肺がん検診（喀痰含む） 精検受診日
肺がん検診（喀痰含む） 精検診断名
肺がん検診（喀痰含む） 精検指導区分
肺がん検診（喀痰含む） 胸部X線＿間接
肺がん検診（喀痰含む） 請求月
肺がん検診（喀痰含む） 禁煙の希望がありますか
肺がん検診（喀痰含む） 西暦年度
肺がん検診（喀痰含む） 宛名番号
肺がん検診（喀痰含む） 検診日
肺がん検診（喀痰含む） ＳＥＱ
肺がん検診（喀痰含む） 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診（喀痰含む） 更新年月日(西暦)
肺がん検診（喀痰含む） 更新時間
肺がん検診（喀痰含む） 職歴
認知症検診 西暦年度
認知症検診 宛名番号
認知症検診 受診日
認知症検診 更新情報 ユーザーコード
認知症検診 更新年月日（西暦）
認知症検診 更新時間
認知症検診 性別
認知症検診 受診日年齢
認知症検診 年度末年齢
認知症検診 基準日年齢
認知症検診 受診時国保区分
認知症検診 総合検診区分
認知症検診 受診番号
認知症検診 実施医療機関
認知症検診 請求日（月）
認知症検診 精検受診日
認知症検診 精検診断名
認知症検診 精検指導区分
認知症検診 特記事項
認知症検診 ①年月日がわからないことがある
認知症検診 ②季節や場所がわからないことがある
認知症検診 ③少し前の会話や出来事を忘れてしまうことがある
認知症検診 ④同じ会話を繰り返すことがある
認知症検診 ⑤会話の中で言葉が出てこなかったり話の文脈を失ってしまう
認知症検診 ⑥会話の中で質問と違う答えが返ってくることがある



認知症検診 ⑦会話の中でつじつまを合わせようとすることがある
認知症検診 ⑧簡単な会話ができないことがある
認知症検診 ⑨自分の意志で日常生活を送ることができない
認知症検診 ⑩ささいなことで怒りっぽくなってしまうことがある
認知症検診 ⑪蛇口・ガス栓を閉め忘れるkとがある
認知症検診 ⑫生活のリズムが崩れてしまうことがある
認知症検診 ⑬以前は迷わなかった場所で道に迷ったことがある
認知症検診 ⑭身の回りのことや介護をされることに抵抗することがある
認知症検診 ⑮財布などの置き場所を忘れ盗まれてしまったと思い込むことがあ
認知症検診 ⑯その他
認知症検診 気が付いた時期
認知症検診 家族のとらえ方
認知症検診 治療中の病気や服薬中のお薬
認知症検診 その他の病気
認知症検診 服薬中のお薬
認知症検診 言語の即時再認
認知症検診 日時の見当識
認知症検診 言語の遅延再認
認知症検診 図形認識①
認知症検診 図形認識②
認知症検診 合計
認知症検診 医師の診察（周辺情報）
認知症検診 医師の診察（中核症状）
認知症検診 医師の判断
認知症検診 医師の診察結果
ヘルスサポーター養成講座 実施年度
ヘルスサポーター養成講座 宛名番号
ヘルスサポーター養成講座 講座開始日
ヘルスサポーター養成講座 更新情報 ユーザーコード
ヘルスサポーター養成講座 更新年月日（西暦）
ヘルスサポーター養成講座 更新時間
ヘルスサポーター養成講座 性別
ヘルスサポーター養成講座 受診日年齢
ヘルスサポーター養成講座 年度末年齢
ヘルスサポーター養成講座 基準日年齢
ヘルスサポーター養成講座 受診時国保区分
ヘルスサポーター養成講座 総合検診区分
ヘルスサポーター養成講座 受診番号
ヘルスサポーター養成講座 実施医療機関
ヘルスサポーター養成講座 請求日（月）
ヘルスサポーター養成講座 精検受診日



ヘルスサポーター養成講座 精検診断名
ヘルスサポーター養成講座 精検指導区分
ヘルスサポーター養成講座 特記事項
ヘルスサポーター養成講座 実施回数
ヘルスサポーター養成講座 講座対象
ヘルスサポーター養成講座 講座終了日
ヘルスサポーター養成講座 講座全日数
ヘルスサポーター養成講座 講座参加日数
ヘルスサポーター養成講座 サポーターでの役割
ヘルスサポーター養成講座 地域での活動
ヘルスサポーター養成講座 エリア
ヘルスサポーター養成講座 携帯電話番号
ヘルスサポーター養成講座 メールアドレス
ヘルスサポーター養成講座 備考
脳ドック健康診査 西暦年度
脳ドック健康診査 宛名番号
脳ドック健康診査 受診日
脳ドック健康診査 更新情報 ユーザーコード
脳ドック健康診査 更新年月日(西暦)
脳ドック健康診査 更新時間
脳ドック健康診査 性別
脳ドック健康診査 受診日年齢
脳ドック健康診査 年度末年齢
脳ドック健康診査 基準日年齢
脳ドック健康診査 受診時国保区分
脳ドック健康診査 受診券整理番号
脳ドック健康診査 受診券有効期限
脳ドック健康診査 受診券発行保険者番号
脳ドック健康診査 医療機関名
脳ドック健康診査 請求日（月）
脳ドック健康診査 身長
脳ドック健康診査 体重
脳ドック健康診査 標準体重
脳ドック健康診査 肥満度分類
脳ドック健康診査 ＢＭＩ
脳ドック健康診査 腹囲
脳ドック健康診査 内臓脂肪面積
脳ドック健康診査 内臓脂肪判定
脳ドック健康診査 既往歴
脳ドック健康診査 具体的な既往歴
脳ドック健康診査 自覚症状



脳ドック健康診査 具体的な自覚症状
脳ドック健康診査 他覚症状
脳ドック健康診査 具体的な他覚症状
脳ドック健康診査 血圧 (収縮期) １回目
脳ドック健康診査 血圧 (拡張期) １回目
脳ドック健康診査 血圧分類 １回目
脳ドック健康診査 血圧 (収縮期) ２回目
脳ドック健康診査 血圧 (拡張期) ２回目
脳ドック健康診査 血圧分類 ２回目
脳ドック健康診査 血圧 (収縮期) その他
脳ドック健康診査 血圧 (拡張期) その他
脳ドック健康診査 血圧分類 その他
脳ドック健康診査 血圧判定
脳ドック健康診査 採血時間（食後）
脳ドック健康診査 中性脂肪
脳ドック健康診査 ＨＤＬコレステロール
脳ドック健康診査 ＬＤＬコレステロール
脳ドック健康診査 脂質判定
脳ドック健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)
脳ドック健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)
脳ドック健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)
脳ドック健康診査 肝機能判定
脳ドック健康診査 空腹時血糖
脳ドック健康診査 随時血糖
脳ドック健康診査 ＨｂＡ１ｃ値
脳ドック健康診査 血糖判定
脳ドック健康診査 尿糖
脳ドック健康診査 尿蛋白
脳ドック健康診査 ヘマトクリット
脳ドック健康診査 ヘモグロビン
脳ドック健康診査 赤血球数
脳ドック健康診査 貧血判定
脳ドック健康診査 貧血検査実施理由
脳ドック健康診査 心電図所見の有無
脳ドック健康診査 心電図所見
脳ドック健康診査 心電図検査実施理由
脳ドック健康診査 眼底 ＫＷ
脳ドック健康診査 眼底 Ｈ
脳ドック健康診査 眼底 Ｓ
脳ドック健康診査 眼底 SCOTT
脳ドック健康診査 眼底所見



脳ドック健康診査 眼底検査実施理由
脳ドック健康診査 メタボリックシンドローム判定
脳ドック健康診査 保健指導レベル
脳ドック健康診査 医師の判断
脳ドック健康診査 判断した医師の氏名
脳ドック健康診査 総合判定
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（血圧）
脳ドック健康診査 薬剤名（血圧）
脳ドック健康診査 服薬理由（血圧）
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（血糖）
脳ドック健康診査 薬剤名（血糖）
脳ドック健康診査 服薬理由（血糖）
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（脂質）
脳ドック健康診査 薬剤名（脂質）
脳ドック健康診査 服薬理由（脂質）
脳ドック健康診査 脳卒中の罹患・治療あり
脳ドック健康診査 心臓病の罹患・治療あり
脳ドック健康診査 腎不全の罹患・治療あり
脳ドック健康診査 貧血といわれたことがある
脳ドック健康診査 タバコを習慣的に吸っている
脳ドック健康診査 20歳の時から10Kg以上増加
脳ドック健康診査 30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施
脳ドック健康診査 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
脳ドック健康診査 同世代の同性と比較して歩く速度が速い
脳ドック健康診査 １年間で体重の増減が±3Kg以上
脳ドック健康診査 人と比較して食べる速度が速い
脳ドック健康診査 就寝前の食事が週に３回以上
脳ドック健康診査 夕食後の間食が週３回以上
脳ドック健康診査 朝食を抜くことが週３回以上
脳ドック健康診査 お酒を飲む程度
脳ドック健康診査 １日あたりの飲酒量
脳ドック健康診査 睡眠で休養が得られている
脳ドック健康診査 生活習慣を改善してみようと思う
脳ドック健康診査 生活習慣（運動）を改善してみようと思う
脳ドック健康診査 生活習慣（食事）を改善してみようと思う
脳ドック健康診査 生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う
脳ドック健康診査 保健指導を利用する
脳ドック健康診査 年齢が比較的若い
脳ドック健康診査 保健指導レベルが悪化
脳ドック健康診査 生活習慣改善の必要性が高い
脳ドック健康診査 前年度対象であったが指導未受診



脳ドック健康診査 優先付け項目⑤
脳ドック健康診査 優先付け項目⑥
脳ドック健康診査 優先付け項目⑦
脳ドック健康診査 優先付け項目⑧
脳ドック健康診査 優先付け項目⑨
脳ドック健康診査 優先付け項目⑩
脳ドック健康診査 診断名
脳ドック健康診査 指導区分
脳ドック健康診査 服薬種別
脳ドック健康診査 喫煙区分
脳ドック健康診査 喫煙本数
脳ドック健康診査 喫煙年数
脳ドック健康診査 情報提供（受診の必要性を含む）
脳ドック健康診査 個別の働きかけ
脳ドック健康診査 特定保健指導以外での指導
脳ドック健康診査 特定健診機関番号
脳ドック健康診査 特定健診機関名称
脳ドック健康診査 特定健診機関郵便番号
脳ドック健康診査 特定健診機関所在地
脳ドック健康診査 特定健診機関電話番号
脳ドック健康診査 保険者番号
脳ドック健康診査 被保険者証等記号
脳ドック健康診査 被保険者証等番号
脳ドック健康診査 受診者氏名
脳ドック健康診査 受診者郵便番号
脳ドック健康診査 受診者住所
脳ドック健康診査 国保連から取込み
脳ドック健康診査 国保連からの取込み日
脳ドック健康診査 健診機関から取込み
脳ドック健康診査 健診機関からの取込み日
脳ドック健康診査 実施区分
脳ドック健康診査 身長項目コード
脳ドック健康診査 体重項目コード
脳ドック健康診査 ＢＭＩ項目コード
脳ドック健康診査 腹囲項目コード
脳ドック健康診査 内臓脂肪面積項目コード
脳ドック健康診査 既往歴項目コード
脳ドック健康診査 具体的な既往歴項目コード
脳ドック健康診査 自覚症状項目コード
脳ドック健康診査 具体的な自覚症状項目コード
脳ドック健康診査 他覚症状項目コード



脳ドック健康診査 具体的な他覚症状項目コード
脳ドック健康診査 血圧（収縮期）１回目項目コード
脳ドック健康診査 血圧（拡張期）１回目項目コード
脳ドック健康診査 血圧（収縮期）２回目項目コード
脳ドック健康診査 血圧（拡張期）２回目項目コード
脳ドック健康診査 血圧（収縮期）その他項目コード
脳ドック健康診査 血圧（拡張期）その他項目コード
脳ドック健康診査 採血時間（食後）項目コード
脳ドック健康診査 中性脂肪項目コード
脳ドック健康診査 ＨＤＬコレステロール項目コード
脳ドック健康診査 ＬＤＬコレステロール項目コード
脳ドック健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)項目コード
脳ドック健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)項目コード
脳ドック健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)項目コード
脳ドック健康診査 空腹時血糖項目コード
脳ドック健康診査 随時血糖項目コード
脳ドック健康診査 ＨｂＡ１ｃ項目コード
脳ドック健康診査 尿糖項目コード
脳ドック健康診査 尿蛋白項目コード
脳ドック健康診査 ヘマトクリット項目コード
脳ドック健康診査 ヘモグロビン項目コード
脳ドック健康診査 赤血球数項目コード
脳ドック健康診査 貧血検査実施理由項目コード
脳ドック健康診査 心電図所見有無項目コード
脳ドック健康診査 心電図所見項目コード
脳ドック健康診査 心電図実施理由項目コード
脳ドック健康診査 眼底ＫＷ項目コード
脳ドック健康診査 眼底Ｈ項目コード
脳ドック健康診査 眼底Ｓ項目コード
脳ドック健康診査 眼底scott項目コード
脳ドック健康診査 眼底所見項目コード
脳ドック健康診査 眼底検査実施理由項目コード
脳ドック健康診査 メタボリックシンドローム判定項目コード
脳ドック健康診査 医師の判断項目コード
脳ドック健康診査 医師の氏名項目コード
脳ドック健康診査 保健指導レベル項目コード
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（血圧）項目コード
脳ドック健康診査 薬剤名（血圧）項目コード
脳ドック健康診査 服薬理由（血圧）項目コード
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（血糖）項目コード
脳ドック健康診査 薬剤名（血糖）



脳ドック健康診査 服薬理由（血糖）
脳ドック健康診査 薬剤治療の有無（脂質）項目コード
脳ドック健康診査 薬剤名（脂質）
脳ドック健康診査 服薬理由（脂質）
脳ドック健康診査 脳卒中の罹患・治療あり項目コード
脳ドック健康診査 心臓病の罹患・治療あり項目コード
脳ドック健康診査 腎不全の罹患・治療あり項目コード
脳ドック健康診査 貧血といわれたことがある項目コード
脳ドック健康診査 タバコを習慣的に吸っている項目コード
脳ドック健康診査 20歳の時からの体重変化項目コード
脳ドック健康診査 30分以上の運動週間項目コード
脳ドック健康診査 歩行または身体活動項目コード
脳ドック健康診査 歩行速度項目コード
脳ドック健康診査 １年間の体重変化項目コード
脳ドック健康診査 食べ方（早食い等）項目コード
脳ドック健康診査 食べ方（就寝前）項目コード
脳ドック健康診査 食べ方（夜間／間食）項目コード
脳ドック健康診査 食習慣項目コード
脳ドック健康診査 飲酒項目コード
脳ドック健康診査 飲酒量項目コード
脳ドック健康診査 睡眠項目コード
脳ドック健康診査 生活習慣の改善項目コード
脳ドック健康診査 保健指導の希望項目コード
脳ドック健康診査 貧血項目取得セクション
脳ドック健康診査 心電図項目取得セクション
脳ドック健康診査 眼底項目取得セクション
脳ドック健康診査 血圧 (収縮期)優先
脳ドック健康診査 血圧 (拡張期)優先
脳ドック健康診査 血圧分類 優先
脳ドック健康診査 総合検診区分
脳ドック健康診査 受診番号
脳ドック健康診査 精検受診日
脳ドック健康診査 精検診断名
脳ドック健康診査 精検指導区分
脳ドック健康診査 事業区分
生活保護健康診査 西暦年度
生活保護健康診査 宛名番号
生活保護健康診査 受診日
生活保護健康診査 更新情報 ユーザーコード
生活保護健康診査 更新年月日(西暦)
生活保護健康診査 更新時間



生活保護健康診査 性別
生活保護健康診査 受診日年齢
生活保護健康診査 年度末年齢
生活保護健康診査 基準日年齢
生活保護健康診査 受診時国保区分
生活保護健康診査 受診券整理番号
生活保護健康診査 受診券有効期限
生活保護健康診査 受診券発行保険者番号
生活保護健康診査 医療機関名
生活保護健康診査 請求日（月）
生活保護健康診査 身長
生活保護健康診査 体重
生活保護健康診査 標準体重
生活保護健康診査 肥満度分類
生活保護健康診査 ＢＭＩ
生活保護健康診査 腹囲
生活保護健康診査 内臓脂肪面積
生活保護健康診査 内臓脂肪判定
生活保護健康診査 既往歴
生活保護健康診査 具体的な既往歴
生活保護健康診査 自覚症状
生活保護健康診査 具体的な自覚症状
生活保護健康診査 他覚症状
生活保護健康診査 具体的な他覚症状
生活保護健康診査 血圧 (収縮期) １回目
生活保護健康診査 血圧 (拡張期) １回目
生活保護健康診査 血圧分類 １回目
生活保護健康診査 血圧 (収縮期) ２回目
生活保護健康診査 血圧 (拡張期) ２回目
生活保護健康診査 血圧分類 ２回目
生活保護健康診査 血圧 (収縮期) その他
生活保護健康診査 血圧 (拡張期) その他
生活保護健康診査 血圧分類 その他
生活保護健康診査 血圧判定
生活保護健康診査 採血時間（食後）
生活保護健康診査 中性脂肪
生活保護健康診査 ＨＤＬコレステロール
生活保護健康診査 ＬＤＬコレステロール
生活保護健康診査 脂質判定
生活保護健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)
生活保護健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)



生活保護健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)
生活保護健康診査 肝機能判定
生活保護健康診査 空腹時血糖
生活保護健康診査 随時血糖
生活保護健康診査 ＨｂＡ１ｃ値
生活保護健康診査 血糖判定
生活保護健康診査 尿糖
生活保護健康診査 尿蛋白
生活保護健康診査 ヘマトクリット
生活保護健康診査 ヘモグロビン
生活保護健康診査 赤血球数
生活保護健康診査 貧血判定
生活保護健康診査 貧血検査実施理由
生活保護健康診査 心電図所見の有無
生活保護健康診査 心電図所見
生活保護健康診査 心電図検査実施理由
生活保護健康診査 眼底 ＫＷ
生活保護健康診査 眼底 Ｈ
生活保護健康診査 眼底 Ｓ
生活保護健康診査 眼底 SCOTT
生活保護健康診査 眼底所見
生活保護健康診査 眼底検査実施理由
生活保護健康診査 メタボリックシンドローム判定
生活保護健康診査 保健指導レベル
生活保護健康診査 医師の判断
生活保護健康診査 判断した医師の氏名
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（血圧）
生活保護健康診査 薬剤名（血圧）
生活保護健康診査 服薬理由（血圧）
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（血糖）
生活保護健康診査 薬剤名（血糖）
生活保護健康診査 服薬理由（血糖）
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（脂質）
生活保護健康診査 薬剤名（脂質）
生活保護健康診査 服薬理由（脂質）
生活保護健康診査 脳卒中の罹患・治療あり
生活保護健康診査 心臓病の罹患・治療あり
生活保護健康診査 腎不全の罹患・治療あり
生活保護健康診査 貧血といわれたことがある
生活保護健康診査 タバコを習慣的に吸っている
生活保護健康診査 20歳の時から10Kg以上増加



生活保護健康診査 30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施
生活保護健康診査 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
生活保護健康診査 同世代の同性と比較して歩く速度が速い
生活保護健康診査 １年間で体重の増減が±3Kg以上
生活保護健康診査 人と比較して食べる速度が速い
生活保護健康診査 就寝前の食事が週に３回以上
生活保護健康診査 夕食後の間食が週３回以上
生活保護健康診査 朝食を抜くことが週３回以上
生活保護健康診査 お酒を飲む程度
生活保護健康診査 １日あたりの飲酒量
生活保護健康診査 睡眠で休養が得られている
生活保護健康診査 生活習慣を改善してみようと思う
生活保護健康診査 生活習慣（運動）を改善してみようと思う
生活保護健康診査 生活習慣（食事）を改善してみようと思う
生活保護健康診査 生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う
生活保護健康診査 保健指導を利用する
生活保護健康診査 年齢が比較的若い
生活保護健康診査 保健指導レベルが悪化
生活保護健康診査 生活習慣改善の必要性が高い
生活保護健康診査 前年度対象であったが指導未受診
生活保護健康診査 優先付け項目⑤
生活保護健康診査 優先付け項目⑥
生活保護健康診査 優先付け項目⑦
生活保護健康診査 優先付け項目⑧
生活保護健康診査 優先付け項目⑨
生活保護健康診査 優先付け項目⑩
生活保護健康診査 診断名
生活保護健康診査 指導区分
生活保護健康診査 服薬種別
生活保護健康診査 喫煙区分
生活保護健康診査 喫煙本数
生活保護健康診査 喫煙年数
生活保護健康診査 情報提供（受診の必要性を含む）
生活保護健康診査 個別の働きかけ
生活保護健康診査 特定保健指導以外での指導
生活保護健康診査 特定健診機関番号
生活保護健康診査 特定健診機関名称
生活保護健康診査 特定健診機関郵便番号
生活保護健康診査 特定健診機関所在地
生活保護健康診査 特定健診機関電話番号
生活保護健康診査 保険者番号



生活保護健康診査 被保険者証等記号
生活保護健康診査 被保険者証等番号
生活保護健康診査 受診者氏名
生活保護健康診査 受診者郵便番号
生活保護健康診査 受診者住所
生活保護健康診査 国保連から取込み
生活保護健康診査 国保連からの取込み日
生活保護健康診査 健診機関から取込み
生活保護健康診査 健診機関からの取込み日
生活保護健康診査 実施区分
生活保護健康診査 身長項目コード
生活保護健康診査 体重項目コード
生活保護健康診査 ＢＭＩ項目コード
生活保護健康診査 腹囲項目コード
生活保護健康診査 内臓脂肪面積項目コード
生活保護健康診査 既往歴項目コード
生活保護健康診査 具体的な既往歴項目コード
生活保護健康診査 自覚症状項目コード
生活保護健康診査 具体的な自覚症状項目コード
生活保護健康診査 他覚症状項目コード
生活保護健康診査 具体的な他覚症状項目コード
生活保護健康診査 血圧（収縮期）１回目項目コード
生活保護健康診査 血圧（拡張期）１回目項目コード
生活保護健康診査 血圧（収縮期）２回目項目コード
生活保護健康診査 血圧（拡張期）２回目項目コード
生活保護健康診査 血圧（収縮期）その他項目コード
生活保護健康診査 血圧（拡張期）その他項目コード
生活保護健康診査 採血時間（食後）項目コード
生活保護健康診査 中性脂肪項目コード
生活保護健康診査 ＨＤＬコレステロール項目コード
生活保護健康診査 ＬＤＬコレステロール項目コード
生活保護健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)項目コード
生活保護健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)項目コード
生活保護健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)項目コード
生活保護健康診査 空腹時血糖項目コード
生活保護健康診査 随時血糖項目コード
生活保護健康診査 ＨｂＡ１ｃ項目コード
生活保護健康診査 尿糖項目コード
生活保護健康診査 尿蛋白項目コード
生活保護健康診査 ヘマトクリット項目コード
生活保護健康診査 ヘモグロビン項目コード



生活保護健康診査 赤血球数項目コード
生活保護健康診査 貧血検査実施理由項目コード
生活保護健康診査 心電図所見有無項目コード
生活保護健康診査 心電図所見項目コード
生活保護健康診査 心電図実施理由項目コード
生活保護健康診査 眼底ＫＷ項目コード
生活保護健康診査 眼底Ｈ項目コード
生活保護健康診査 眼底Ｓ項目コード
生活保護健康診査 眼底scott項目コード
生活保護健康診査 眼底所見項目コード
生活保護健康診査 眼底検査実施理由項目コード
生活保護健康診査 メタボリックシンドローム判定項目コード
生活保護健康診査 医師の判断項目コード
生活保護健康診査 医師の氏名項目コード
生活保護健康診査 保健指導レベル項目コード
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（血圧）項目コード
生活保護健康診査 薬剤名（血圧）項目コード
生活保護健康診査 服薬理由（血圧）項目コード
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（血糖）項目コード
生活保護健康診査 薬剤名（血糖）
生活保護健康診査 服薬理由（血糖）
生活保護健康診査 薬剤治療の有無（脂質）項目コード
生活保護健康診査 薬剤名（脂質）
生活保護健康診査 服薬理由（脂質）
生活保護健康診査 脳卒中の罹患・治療あり項目コード
生活保護健康診査 心臓病の罹患・治療あり項目コード
生活保護健康診査 腎不全の罹患・治療あり項目コード
生活保護健康診査 貧血といわれたことがある項目コード
生活保護健康診査 タバコを習慣的に吸っている項目コード
生活保護健康診査 20歳の時からの体重変化項目コード
生活保護健康診査 30分以上の運動週間項目コード
生活保護健康診査 歩行または身体活動項目コード
生活保護健康診査 歩行速度項目コード
生活保護健康診査 １年間の体重変化項目コード
生活保護健康診査 食べ方（早食い等）項目コード
生活保護健康診査 食べ方（就寝前）項目コード
生活保護健康診査 食べ方（夜間／間食）項目コード
生活保護健康診査 食習慣項目コード
生活保護健康診査 飲酒項目コード
生活保護健康診査 飲酒量項目コード
生活保護健康診査 睡眠項目コード



生活保護健康診査 生活習慣の改善項目コード
生活保護健康診査 保健指導の希望項目コード
生活保護健康診査 貧血項目取得セクション
生活保護健康診査 心電図項目取得セクション
生活保護健康診査 眼底項目取得セクション
生活保護健康診査 血圧 (収縮期)優先
生活保護健康診査 血圧 (拡張期)優先
生活保護健康診査 血圧分類 優先
生活保護健康診査 事業区分
生活保護健康診査 整理番号
生活保護健康診査 総合検診区分
生活保護健康診査 精検受診日
生活保護健康診査 精検診断名
生活保護健康診査 精検指導区分
生活保護健康診査 クレアチニン
生活保護健康診査 尿酸
生活保護健康診査 クレアチニン項目コード
生活保護健康診査 尿酸項目コード
生活保護健康診査 請求月
生活保護健康診査 眼底所見の有無
生活保護健康診査 眼底検査の有無
生活保護健康診査 生活機能検査と同時実施
生活保護健康診査 ×採血時間（食後）
生活保護健康診査 ｅＧＦＲ
生活保護健康診査 ｅＧＦＲ重症度
生活保護健康診査 ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール
生活保護健康診査 総コレステロール
生活保護健康診査 眼底 ＷＯＮＧ
生活保護健康診査 眼底 ＤＡＶＩＳ
生活保護健康診査 食事をかんで食べるときの状態
生活保護健康診査 朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取
生活保護健康診査 情報提供の方法
生活保護健康診査 初回面接実施
生活保護健康診査 支援相当該当区分
３０代健康診査 西暦年度
３０代健康診査 宛名番号
３０代健康診査 受診日
３０代健康診査 更新情報 ユーザーコード
３０代健康診査 更新年月日(西暦)
３０代健康診査 更新時間
３０代健康診査 性別



３０代健康診査 受診日年齢
３０代健康診査 年度末年齢
３０代健康診査 基準日年齢
３０代健康診査 受診時国保区分
３０代健康診査 受診券整理番号
３０代健康診査 受診券有効期限
３０代健康診査 受診券発行保険者番号
３０代健康診査 医療機関名
３０代健康診査 請求日（月）
３０代健康診査 身長
３０代健康診査 体重
３０代健康診査 標準体重
３０代健康診査 肥満度分類
３０代健康診査 ＢＭＩ
３０代健康診査 腹囲
３０代健康診査 内臓脂肪面積
３０代健康診査 内臓脂肪判定
３０代健康診査 既往歴
３０代健康診査 具体的な既往歴
３０代健康診査 自覚症状
３０代健康診査 具体的な自覚症状
３０代健康診査 他覚症状
３０代健康診査 具体的な他覚症状
３０代健康診査 血圧 (収縮期) １回目
３０代健康診査 血圧 (拡張期) １回目
３０代健康診査 血圧分類 １回目
３０代健康診査 血圧 (収縮期) ２回目
３０代健康診査 血圧 (拡張期) ２回目
３０代健康診査 血圧分類 ２回目
３０代健康診査 血圧 (収縮期) その他
３０代健康診査 血圧 (拡張期) その他
３０代健康診査 血圧分類 その他
３０代健康診査 血圧判定
３０代健康診査 採血時間（食後）
３０代健康診査 中性脂肪
３０代健康診査 ＨＤＬコレステロール
３０代健康診査 ＬＤＬコレステロール
３０代健康診査 脂質判定
３０代健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)
３０代健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)
３０代健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)



３０代健康診査 肝機能判定
３０代健康診査 空腹時血糖
３０代健康診査 随時血糖
３０代健康診査 ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ値）
３０代健康診査 血糖判定
３０代健康診査 尿糖
３０代健康診査 尿蛋白
３０代健康診査 ヘマトクリット
３０代健康診査 ヘモグロビン
３０代健康診査 赤血球数
３０代健康診査 貧血判定
３０代健康診査 貧血検査実施理由
３０代健康診査 心電図所見の有無
３０代健康診査 心電図所見
３０代健康診査 心電図検査実施理由
３０代健康診査 眼底 ＫＷ
３０代健康診査 眼底 Ｈ
３０代健康診査 眼底 Ｓ
３０代健康診査 眼底 SCOTT
３０代健康診査 眼底所見
３０代健康診査 眼底検査実施理由
３０代健康診査 メタボリックシンドローム判定
３０代健康診査 保健指導レベル
３０代健康診査 医師の判断
３０代健康診査 判断した医師の氏名
３０代健康診査 薬剤治療の有無（血圧）
３０代健康診査 薬剤名（血圧）
３０代健康診査 服薬理由（血圧）
３０代健康診査 薬剤治療の有無（血糖）
３０代健康診査 薬剤名（血糖）
３０代健康診査 服薬理由（血糖）
３０代健康診査 薬剤治療の有無（脂質）
３０代健康診査 薬剤名（脂質）
３０代健康診査 服薬理由（脂質）
３０代健康診査 脳卒中の罹患・治療あり
３０代健康診査 心臓病の罹患・治療あり
３０代健康診査 腎不全の罹患・治療あり
３０代健康診査 貧血といわれたことがある
３０代健康診査 タバコを習慣的に吸っている
３０代健康診査 20歳の時から10Kg以上増加
３０代健康診査 30分以上の運動を週2日以上、1年以上実施



３０代健康診査 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施
３０代健康診査 同世代の同性と比較して歩く速度が速い
３０代健康診査 １年間で体重の増減が±3Kg以上
３０代健康診査 人と比較して食べる速度が速い
３０代健康診査 就寝前の食事が週に３回以上
３０代健康診査 夕食後の間食が週３回以上
３０代健康診査 朝食を抜くことが週３回以上
３０代健康診査 お酒を飲む程度
３０代健康診査 １日あたりの飲酒量
３０代健康診査 睡眠で休養が得られている
３０代健康診査 生活習慣を改善してみようと思う
３０代健康診査 生活習慣（運動）を改善してみようと思う
３０代健康診査 生活習慣（食事）を改善してみようと思う
３０代健康診査 生活習慣（喫煙）を改善してみようと思う
３０代健康診査 保健指導を利用する
３０代健康診査 年齢が比較的若い
３０代健康診査 保健指導レベルが悪化
３０代健康診査 生活習慣改善の必要性が高い
３０代健康診査 前年度対象であったが指導未受診
３０代健康診査 優先付け項目⑤
３０代健康診査 優先付け項目⑥
３０代健康診査 優先付け項目⑦
３０代健康診査 優先付け項目⑧
３０代健康診査 優先付け項目⑨
３０代健康診査 優先付け項目⑩
３０代健康診査 診断名
３０代健康診査 指導区分
３０代健康診査 服薬種別
３０代健康診査 喫煙区分
３０代健康診査 喫煙本数
３０代健康診査 喫煙年数
３０代健康診査 情報提供（受診の必要性を含む）
３０代健康診査 個別の働きかけ
３０代健康診査 特定保健指導以外での指導
３０代健康診査 特定健診機関番号
３０代健康診査 特定健診機関名称
３０代健康診査 特定健診機関郵便番号
３０代健康診査 特定健診機関所在地
３０代健康診査 特定健診機関電話番号
３０代健康診査 保険者番号
３０代健康診査 被保険者証等記号



３０代健康診査 被保険者証等番号
３０代健康診査 受診者氏名
３０代健康診査 受診者郵便番号
３０代健康診査 受診者住所
３０代健康診査 国保連から取込み
３０代健康診査 国保連からの取込み日
３０代健康診査 健診機関から取込み
３０代健康診査 健診機関からの取込み日
３０代健康診査 実施区分
３０代健康診査 身長項目コード
３０代健康診査 体重項目コード
３０代健康診査 ＢＭＩ項目コード
３０代健康診査 腹囲項目コード
３０代健康診査 内臓脂肪面積項目コード
３０代健康診査 既往歴項目コード
３０代健康診査 具体的な既往歴項目コード
３０代健康診査 自覚症状項目コード
３０代健康診査 具体的な自覚症状項目コード
３０代健康診査 他覚症状項目コード
３０代健康診査 具体的な他覚症状項目コード
３０代健康診査 血圧（収縮期）１回目項目コード
３０代健康診査 血圧（拡張期）１回目項目コード
３０代健康診査 血圧（収縮期）２回目項目コード
３０代健康診査 血圧（拡張期）２回目項目コード
３０代健康診査 血圧（収縮期）その他項目コード
３０代健康診査 血圧（拡張期）その他項目コード
３０代健康診査 採血時間（食後）項目コード
３０代健康診査 中性脂肪項目コード
３０代健康診査 ＨＤＬコレステロール項目コード
３０代健康診査 ＬＤＬコレステロール項目コード
３０代健康診査 ＧＯＴ値(ＡＳＴ)項目コード
３０代健康診査 ＧＰＴ値(ＡＬＴ)項目コード
３０代健康診査 γ－ＧＴＰ値(ＧＧＴ)項目コード
３０代健康診査 空腹時血糖項目コード
３０代健康診査 随時血糖項目コード
３０代健康診査 ＨｂＡ１ｃ項目コード
３０代健康診査 尿糖項目コード
３０代健康診査 尿蛋白項目コード
３０代健康診査 ヘマトクリット項目コード
３０代健康診査 ヘモグロビン項目コード
３０代健康診査 赤血球数項目コード



３０代健康診査 貧血検査実施理由項目コード
３０代健康診査 心電図所見有無項目コード
３０代健康診査 心電図所見項目コード
３０代健康診査 心電図実施理由項目コード
３０代健康診査 眼底ＫＷ項目コード
３０代健康診査 眼底Ｈ項目コード
３０代健康診査 眼底Ｓ項目コード
３０代健康診査 眼底scott項目コード
３０代健康診査 眼底所見項目コード
３０代健康診査 眼底検査実施理由項目コード
３０代健康診査 メタボリックシンドローム判定項目コード
３０代健康診査 医師の判断項目コード
３０代健康診査 医師の氏名項目コード
３０代健康診査 保健指導レベル項目コード
３０代健康診査 薬剤治療の有無（血圧）項目コード
３０代健康診査 薬剤名（血圧）項目コード
３０代健康診査 服薬理由（血圧）項目コード
３０代健康診査 薬剤治療の有無（血糖）項目コード
３０代健康診査 薬剤名（血糖）
３０代健康診査 服薬理由（血糖）
３０代健康診査 薬剤治療の有無（脂質）項目コード
３０代健康診査 薬剤名（脂質）
３０代健康診査 服薬理由（脂質）
３０代健康診査 脳卒中の罹患・治療あり項目コード
３０代健康診査 心臓病の罹患・治療あり項目コード
３０代健康診査 腎不全の罹患・治療あり項目コード
３０代健康診査 貧血といわれたことがある項目コード
３０代健康診査 タバコを習慣的に吸っている項目コード
３０代健康診査 20歳の時からの体重変化項目コード
３０代健康診査 30分以上の運動週間項目コード
３０代健康診査 歩行または身体活動項目コード
３０代健康診査 歩行速度項目コード
３０代健康診査 １年間の体重変化項目コード
３０代健康診査 食べ方（早食い等）項目コード
３０代健康診査 食べ方（就寝前）項目コード
３０代健康診査 食べ方（夜間／間食）項目コード
３０代健康診査 食習慣項目コード
３０代健康診査 飲酒項目コード
３０代健康診査 飲酒量項目コード
３０代健康診査 睡眠項目コード
３０代健康診査 生活習慣の改善項目コード



３０代健康診査 保健指導の希望項目コード
３０代健康診査 貧血項目取得セクション
３０代健康診査 心電図項目取得セクション
３０代健康診査 眼底項目取得セクション
３０代健康診査 血圧 (収縮期)優先
３０代健康診査 血圧 (拡張期)優先
３０代健康診査 血圧分類 優先
３０代健康診査 事業区分
３０代健康診査 整理番号
３０代健康診査 総合検診区分
３０代健康診査 精検受診日
３０代健康診査 精検診断名
３０代健康診査 精検指導区分
３０代健康診査 ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ値）
３０代健康診査 血清クレアチニン
３０代健康診査 eGFR
３０代健康診査 eGFR重症度
３０代健康診査 血清尿酸
３０代健康診査 尿潜血
３０代健康診査 白血球数
３０代健康診査 受診券交付日
３０代健康診査 採血時間（食後）
３０代健康診査 ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール
３０代健康診査 眼底 ＷＯＮＧ
３０代健康診査 眼底 ＤＡＶＩＳ
３０代健康診査 総コレステロール
３０代健康診査 食事をかんで食べるときの状態
３０代健康診査 朝昼夕以外に間食や飲み物を摂取
３０代健康診査 情報提供の方法
３０代健康診査 初回面接実施
３０代健康診査 支援相当該当区分
ヘルスアップ相談 西暦年度
ヘルスアップ相談 宛名番号
ヘルスアップ相談 相談日
ヘルスアップ相談 更新情報 ユーザーコード
ヘルスアップ相談 更新年月日(西暦)
ヘルスアップ相談 更新時間
ヘルスアップ相談 性別
ヘルスアップ相談 受診日年齢
ヘルスアップ相談 年度末年齢
ヘルスアップ相談 基準日年齢



ヘルスアップ相談 受診時国保区分
ヘルスアップ相談 相談経緯
ヘルスアップ相談 体重
ヘルスアップ相談 BMI
ヘルスアップ相談 体脂肪
ヘルスアップ相談 血圧（高）
ヘルスアップ相談 血圧（低）
ヘルスアップ相談 腹囲
ヘルスアップ相談 継続有無
ヘルスアップ相談 総合検診区分
ヘルスアップ相談 受診番号
ヘルスアップ相談 実施医療機関
ヘルスアップ相談 請求日（月）
ヘルスアップ相談 精検受診日
ヘルスアップ相談 精検診断名
ヘルスアップ相談 精検指導区分
ヘルスアップ相談 特記事項
ヘルスアップ相談 西暦年度
ヘルスアップ相談 宛名番号
ヘルスアップ相談 相談日
ヘルスアップ相談 ＳＥＱ
ヘルスアップ相談 更新情報 ユーザーコード
ヘルスアップ相談 更新年月日(西暦)
ヘルスアップ相談 更新時間
ヘルスアップ相談 担当者
ヘルスアップ相談 西暦年度
ヘルスアップ相談 宛名番号
ヘルスアップ相談 相談日
ヘルスアップ相談 ＳＥＱ
ヘルスアップ相談 更新情報 ユーザーコード
ヘルスアップ相談 更新年月日(西暦)
ヘルスアップ相談 更新時間
ヘルスアップ相談 相談内容
成人保健指導 西暦年度
成人保健指導 宛名番号
成人保健指導 実施日
成人保健指導 更新情報 ユーザーコード
成人保健指導 更新年月日(西暦)
成人保健指導 更新時間
成人保健指導 性別
成人保健指導 受診日年齢



成人保健指導 年度末年齢
成人保健指導 基準日年齢
成人保健指導 受診時国保区分
成人保健指導 実施方法
成人保健指導 担当者
成人保健指導 体重
成人保健指導 BMI
成人保健指導 体脂肪
成人保健指導 血圧（高）
成人保健指導 血圧（低）
成人保健指導 腹囲
成人保健指導 継続有無
成人保健指導 総合検診区分
成人保健指導 受診番号
成人保健指導 実施医療機関
成人保健指導 請求日（月）
成人保健指導 精検受診日
成人保健指導 精検診断名
成人保健指導 精検指導区分
成人保健指導 特記事項
成人保健指導 受付経路（精神）
成人保健指導 訪問内容（精神）
成人保健指導 訪問再掲（精神）
成人保健指導 訪問内容
成人保健指導 訪問再掲の再掲（精神）
成人保健指導 西暦年度
成人保健指導 宛名番号
成人保健指導 実施日
成人保健指導 ＳＥＱ
成人保健指導 更新情報 ユーザーコード
成人保健指導 更新年月日(西暦)
成人保健指導 更新時間
成人保健指導 相談内容
マタニティ食育講座 西暦年度
マタニティ食育講座 宛名番号
マタニティ食育講座 実施日
マタニティ食育講座 更新情報 ユーザーコード
マタニティ食育講座 更新年月日(西暦)
マタニティ食育講座 更新時間
マタニティ食育講座 性別
マタニティ食育講座 受診日年齢



マタニティ食育講座 年度末年齢
マタニティ食育講座 基準日年齢
マタニティ食育講座 受診時国保区分
マタニティ食育講座 コース名
マタニティ食育講座 出欠
マタニティ食育講座 出産予定日
マタニティ食育講座 備考
マタニティ食育講座 総合検診区分
マタニティ食育講座 受診番号
マタニティ食育講座 実施医療機関
マタニティ食育講座 請求日（月）
マタニティ食育講座 精検受診日
マタニティ食育講座 精検診断名
マタニティ食育講座 精検指導区分
マタニティ食育講座 特記事項
栄養相談 西暦年度
栄養相談 宛名番号
栄養相談 実施日
栄養相談 更新情報 ユーザーコード
栄養相談 更新年月日(西暦)
栄養相談 更新時間
栄養相談 性別
栄養相談 受診日年齢
栄養相談 年度末年齢
栄養相談 基準日年齢
栄養相談 受診時国保区分
栄養相談 実施方法
栄養相談 担当者
栄養相談 内容再掲
栄養相談 体重
栄養相談 BMI
栄養相談 体脂肪
栄養相談 血圧（高）
栄養相談 血圧（低）
栄養相談 腹囲
栄養相談 継続有無
栄養相談 総合検診区分
栄養相談 受診番号
栄養相談 実施医療機関
栄養相談 請求日（月）
栄養相談 精検受診日



栄養相談 精検診断名
栄養相談 精検指導区分
栄養相談 特記事項
栄養相談 西暦年度
栄養相談 宛名番号
栄養相談 実施日
栄養相談 ＳＥＱ
栄養相談 更新情報 ユーザーコード
栄養相談 更新年月日(西暦)
栄養相談 更新時間
栄養相談 相談内容
地区健康相談 西暦年度
地区健康相談 宛名番号
地区健康相談 相談日
地区健康相談 更新情報 ユーザーコード
地区健康相談 更新年月日(西暦)
地区健康相談 更新時間
地区健康相談 性別
地区健康相談 受診日年齢
地区健康相談 年度末年齢
地区健康相談 基準日年齢
地区健康相談 受診時国保区分
地区健康相談 担当者
地区健康相談 相談経緯
地区健康相談 体重
地区健康相談 BMI
地区健康相談 体脂肪
地区健康相談 血圧（高）
地区健康相談 血圧（低）
地区健康相談 腹囲
地区健康相談 継続有無
地区健康相談 総合検診区分
地区健康相談 受診番号
地区健康相談 実施医療機関
地区健康相談 請求日（月）
地区健康相談 精検受診日
地区健康相談 精検診断名
地区健康相談 精検指導区分
地区健康相談 特記事項
地区健康相談 西暦年度
地区健康相談 宛名番号



地区健康相談 相談日
地区健康相談 ＳＥＱ
地区健康相談 更新情報 ユーザーコード
地区健康相談 更新年月日(西暦)
地区健康相談 更新時間
地区健康相談 相談内容
健康教育(教室) 西暦年度
健康教育(教室) 宛名番号
健康教育(教室) 事業開始日
健康教育(教室) 更新情報 ユーザーコード
健康教育(教室) 更新年月日(西暦)
健康教育(教室) 更新時間
健康教育(教室) 性別
健康教育(教室) 受診日年齢
健康教育(教室) 年度末年齢
健康教育(教室) 基準日年齢
健康教育(教室) 受診時国保区分
健康教育(教室) 教室名
健康教育(教室) 内容
健康教育(教室) 内容再掲
健康教育(教室) 健診受診状況
健康教育(教室) 受診後判定
健康教育(教室) 体重
健康教育(教室) BMI
健康教育(教室) 体脂肪
健康教育(教室) 血圧（高）
健康教育(教室) 血圧（低）
健康教育(教室) 腹囲
健康教育(教室) 総合検診区分
健康教育(教室) 受診番号
健康教育(教室) 実施医療機関
健康教育(教室) 請求日（月）
健康教育(教室) 精検受診日
健康教育(教室) 精検診断名
健康教育(教室) 精検指導区分
健康教育(教室) 特記事項
健康教育(教室) 事業終了日
健康教育(教室) 体重（事前）
健康教育(教室) 体重（事後）
健康教育(教室) ＢＭＩ（事前）
健康教育(教室) ＢＭＩ（事後）



健康教育(教室) 腹囲（事前）
健康教育(教室) 腹囲（事後）
健康教育(教室) 血圧（収縮期）（事前）
健康教育(教室) 血圧（収縮期）（事後）
健康教育(教室) 血圧（拡張期）（事前）
健康教育(教室) 血圧（拡張期）（事後）
健康教育(教室) 体脂肪率（事前）
健康教育(教室) 体脂肪率（事後）
健康教育(教室) 脚筋肉率（事前）
健康教育(教室) 脚筋肉率（事後）
健康教育(教室) 基礎代謝量（事前）
健康教育(教室) 基礎代謝量（事後）
健康教育(教室) 肥満度分類（事前）
健康教育(教室) 肥満度分類（事後）
健康教育(教室) 運動への関心度（事前）
健康教育(教室) 運動への関心度（事後）
健康教育(教室) 栄養への関心度（事前）
健康教育(教室) 栄養への関心度（事後）
健康教育(教室) 生活習慣改善意向（事前）
健康教育(教室) 生活習慣改善意向（事後）
健康教育(教室) 主観的健康観（事前）
健康教育(教室) 主観的健康観（事後）
健康教育(教室) 生活習慣病リスク
健康教育(教室) 備考
健康教育(教室) 全身筋肉率（事前）
健康教育(教室) 全身筋肉率（事後）
こころの相談 西暦年度
こころの相談 宛名番号
こころの相談 実施日
こころの相談 更新情報 ユーザーコード
こころの相談 更新年月日(西暦)
こころの相談 更新時間
こころの相談 性別
こころの相談 受診日年齢
こころの相談 年度末年齢
こころの相談 基準日年齢
こころの相談 受診時国保区分
こころの相談 相談実施者
こころの相談 相談経路
こころの相談 相談内容
こころの相談 相談再掲



こころの相談 継続有無
こころの相談 総合検診区分
こころの相談 受診番号
こころの相談 実施医療機関
こころの相談 請求日（月）
こころの相談 精検受診日
こころの相談 精検診断名
こころの相談 精検指導区分
こころの相談 特記事項
こころの相談 相談再掲の再掲
こころの相談 記録番号
こころの相談 相談内容詳細
精神相談 西暦年度
精神相談 宛名番号
精神相談 実施日
精神相談 更新情報 ユーザーコード
精神相談 更新年月日(西暦)
精神相談 更新時間
精神相談 性別
精神相談 受診日年齢
精神相談 年度末年齢
精神相談 基準日年齢
精神相談 受診時国保区分
精神相談 実施方法
精神相談 担当者
精神相談 相談経路
精神相談 相談内容
精神相談 相談再掲
精神相談 継続有無
精神相談 総合検診区分
精神相談 受診番号
精神相談 実施医療機関
精神相談 請求日（月）
精神相談 精検受診日
精神相談 精検診断名
精神相談 精検指導区分
精神相談 特記事項
精神相談 相談再掲の再掲
その他教室 西暦年度
その他教室 宛名番号
その他教室 実施日



その他教室 更新情報 ユーザーコード
その他教室 更新年月日(西暦)
その他教室 更新時間
その他教室 性別
その他教室 受診日年齢
その他教室 年度末年齢
その他教室 基準日年齢
その他教室 受診時国保区分
その他教室 教室名
その他教室 内容
その他教室 内容再掲
その他教室 総合検診区分
その他教室 受診番号
その他教室 実施医療機関
その他教室 請求日（月）
その他教室 精検受診日
その他教室 精検診断名
その他教室 精検指導区分
その他教室 特記事項
男性のための料理教室 西暦年度
男性のための料理教室 宛名番号
男性のための料理教室 実施日
男性のための料理教室 更新情報 ユーザーコード
男性のための料理教室 更新年月日(西暦)
男性のための料理教室 更新時間
男性のための料理教室 性別
男性のための料理教室 実施日年齢
男性のための料理教室 年度末年齢
男性のための料理教室 基準日年齢
男性のための料理教室 受診時国保区分
男性のための料理教室 担当者
男性のための料理教室 特記事項
男性のための料理教室 総合検診区分
男性のための料理教室 受診番号
男性のための料理教室 実施医療機関
男性のための料理教室 請求日（月）
男性のための料理教室 精検受診日
男性のための料理教室 精検診断名
男性のための料理教室 精検指導区分
成人・精神保健相談 西暦年度
成人・精神保健相談 宛名番号



成人・精神保健相談 受診日
成人・精神保健相談 更新情報 ユーザーコード
成人・精神保健相談 更新年月日（西暦）
成人・精神保健相談 更新時間
成人・精神保健相談 性別
成人・精神保健相談 受診日年齢
成人・精神保健相談 年度末年齢
成人・精神保健相談 基準日年齢
成人・精神保健相談 受診時国保区分
成人・精神保健相談 総合検診区分
成人・精神保健相談 受診番号
成人・精神保健相談 実施医療機関
成人・精神保健相談 請求日（月）
成人・精神保健相談 一次検診受診有無
成人・精神保健相談 一次検診受診日
成人・精神保健相談 総合診断名
成人・精神保健相談 総合指導区分
成人・精神保健相談 特記事項
成人・精神保健相談 相談内容
成人・精神保健相談 相談受理者
成人・精神保健相談 指導内容
成人・精神保健相談 台帳の有無
成人・精神保健相談 相談受理者
成人・精神保健相談 台帳の有無
成人・精神保健相談 相談方法
成人・精神保健相談 相談対象者
胃がん検診精密検査 西暦年度
胃がん検診精密検査 宛名番号
胃がん検診精密検査 検診日
胃がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
胃がん検診精密検査 更新時間
胃がん検診精密検査 性別
胃がん検診精密検査 受診日年齢
胃がん検診精密検査 年度末年齢
胃がん検診精密検査 基準日年齢
胃がん検診精密検査 受診時国保区分
胃がん検診精密検査 精密検査完了有無
胃がん検診精密検査 実施医療機関
胃がん検診精密検査 医師名
胃がん検診精密検査 総合診断



胃がん検診精密検査 総合指示区分
胃がん検診精密検査 治療医療機関
胃がん検診精密検査 紹介先医療機関
胃がん検診精密検査 手術年月日
胃がん検診精密検査 特記事項
胃がん検診精密検査 総合検診区分
胃がん検診精密検査 受診番号
胃がん検診精密検査 請求日（月）
胃がん検診精密検査 一次検診受診有無
胃がん検診精密検査 一次検診受診日
胃がん検診精密検査 原発性の有無   *がん*
胃がん検診精密検査 進行度   *がん*
胃がん検診精密検査 西暦年度
胃がん検診精密検査 宛名番号
胃がん検診精密検査 検診日
胃がん検診精密検査 ＳＥＱ
胃がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
胃がん検診精密検査 更新時間
胃がん検診精密検査 診断・所見
胃がん検診精密検査 原発性の有無   *がん*
胃がん検診精密検査 進行度   *がん*
胃がん検診精密検査 西暦年度
胃がん検診精密検査 宛名番号
胃がん検診精密検査 検診日
胃がん検診精密検査 ＳＥＱ
胃がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
胃がん検診精密検査 更新時間
胃がん検診精密検査 検査方法
胃がん検診精密検査 西暦年度
胃がん検診精密検査 宛名番号
胃がん検診精密検査 検診日
胃がん検診精密検査 ＳＥＱ
胃がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
胃がん検診精密検査 更新時間
胃がん検診精密検査 治療方法
子宮がん検診精密検査 西暦年度
子宮がん検診精密検査 宛名番号
子宮がん検診精密検査 検診日



子宮がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
子宮がん検診精密検査 更新時間
子宮がん検診精密検査 性別
子宮がん検診精密検査 受診日年齢
子宮がん検診精密検査 年度末年齢
子宮がん検診精密検査 基準日年齢
子宮がん検診精密検査 受診時国保区分
子宮がん検診精密検査 実施医療機関
子宮がん検診精密検査 医師名
子宮がん検診精密検査 頚がん検査実施日
子宮がん検診精密検査 体がん検査実施日
子宮がん検診精密検査 総合診断名
子宮がん検診精密検査 総合指導区分
子宮がん検診精密検査 治療医療機関
子宮がん検診精密検査 紹介医療機関名
子宮がん検診精密検査 治療開始日
子宮がん検診精密検査 特記事項
子宮がん検診精密検査 総合検診区分
子宮がん検診精密検査 受診番号
子宮がん検診精密検査 請求日（月）
子宮がん検診精密検査 一次検診受診有無
子宮がん検診精密検査 一次検診受診日
子宮がん検診精密検査 原発性の有無   *がん*
子宮がん検診精密検査 精密検査（完了・未完了）
子宮がん検診精密検査 検査方法
子宮がん検診精密検査 検査方法（その他）
子宮がん検診精密検査 その他のがん（疑い含む）
子宮がん検診精密検査 その他の疾患
子宮がん検診精密検査 ＨＰＶ検査結果
子宮がん検診精密検査 治療要否
子宮がん検診精密検査 西暦年度
子宮がん検診精密検査 宛名番号
子宮がん検診精密検査 検診日
子宮がん検診精密検査 ＳＥＱ
子宮がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
子宮がん検診精密検査 更新時間
子宮がん検診精密検査 診断・所見
子宮がん検診精密検査 （頚がん）原発性の有無 *がん*
子宮がん検診精密検査 （頚がん）進行度  *がん*



子宮がん検診精密検査 （体がん）原発性の有無 *がん*
子宮がん検診精密検査 西暦年度
子宮がん検診精密検査 宛名番号
子宮がん検診精密検査 検診日
子宮がん検診精密検査 ＳＥＱ
子宮がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
子宮がん検診精密検査 更新時間
子宮がん検診精密検査 治療方法
乳がん検診精密検査 西暦年度
乳がん検診精密検査 宛名番号
乳がん検診精密検査 検診日
乳がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
乳がん検診精密検査 更新時間
乳がん検診精密検査 性別
乳がん検診精密検査 受診日年齢
乳がん検診精密検査 年度末年齢
乳がん検診精密検査 基準日年齢
乳がん検診精密検査 受診時国保区分
乳がん検診精密検査 精密検査完了有無
乳がん検診精密検査 実施医療機関
乳がん検診精密検査 医師名
乳がん検診精密検査 総合診断名
乳がん検診精密検査 総合指導区分
乳がん検診精密検査 治療医療機関
乳がん検診精密検査 紹介先医療機関
乳がん検診精密検査 手術年月日
乳がん検診精密検査 特記事項
乳がん検診精密検査 総合検診区分
乳がん検診精密検査 受診番号
乳がん検診精密検査 請求日（月）
乳がん検診精密検査 一次検診受診有無
乳がん検診精密検査 一次検診受診日
乳がん検診精密検査 ガン進行度
乳がん検診精密検査 原発性の有無   *がん*
乳がん検診精密検査 進行度   *がん*
乳がん検診精密検査 西暦年度
乳がん検診精密検査 宛名番号
乳がん検診精密検査 検診日
乳がん検診精密検査 ＳＥＱ



乳がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
乳がん検診精密検査 更新時間
乳がん検診精密検査 診断・所見
乳がん検診精密検査 原発性の有無  *がん*
乳がん検診精密検査 進行度   *がん*
乳がん検診精密検査 西暦年度
乳がん検診精密検査 宛名番号
乳がん検診精密検査 検診日
乳がん検診精密検査 ＳＥＱ
乳がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
乳がん検診精密検査 更新時間
乳がん検診精密検査 検査方法
乳がん検診精密検査 西暦年度
乳がん検診精密検査 宛名番号
乳がん検診精密検査 検診日
乳がん検診精密検査 ＳＥＱ
乳がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
乳がん検診精密検査 更新時間
乳がん検診精密検査 治療方法
大腸がん検診精密検査 西暦年度
大腸がん検診精密検査 宛名番号
大腸がん検診精密検査 検診日
大腸がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
大腸がん検診精密検査 更新時間
大腸がん検診精密検査 性別
大腸がん検診精密検査 受診日年齢
大腸がん検診精密検査 年度末年齢
大腸がん検診精密検査 基準日年齢
大腸がん検診精密検査 受診時国保区分
大腸がん検診精密検査 精密検査完了有無
大腸がん検診精密検査 実施医療機関
大腸がん検診精密検査 医師名
大腸がん検診精密検査 総合診断名
大腸がん検診精密検査 総合指導区分
大腸がん検診精密検査 治療医療機関
大腸がん検診精密検査 紹介先医療機関
大腸がん検診精密検査 手術年月日



大腸がん検診精密検査 術式
大腸がん検診精密検査 治療開始日
大腸がん検診精密検査 特記事項
大腸がん検診精密検査 総合検診区分
大腸がん検診精密検査 受診番号
大腸がん検診精密検査 請求日（月）
大腸がん検診精密検査 一次検診受診有無
大腸がん検診精密検査 一次検診受診日
大腸がん検診精密検査 ガン進行度
大腸がん検診精密検査 原発性の有無   *がん*
大腸がん検診精密検査 早期がんの進行度 *がん*
大腸がん検診精密検査 ×腺腫
大腸がん検診精密検査 西暦年度
大腸がん検診精密検査 宛名番号
大腸がん検診精密検査 検診日
大腸がん検診精密検査 ＳＥＱ
大腸がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
大腸がん検診精密検査 更新時間
大腸がん検診精密検査 診断・所見
大腸がん検診精密検査 原発性の有無  *がん*
大腸がん検診精密検査 早期がんの進行度 *がん*
大腸がん検診精密検査 西暦年度
大腸がん検診精密検査 宛名番号
大腸がん検診精密検査 検診日
大腸がん検診精密検査 ＳＥＱ
大腸がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
大腸がん検診精密検査 更新時間
大腸がん検診精密検査 検査方法
大腸がん検診精密検査 西暦年度
大腸がん検診精密検査 宛名番号
大腸がん検診精密検査 検診日
大腸がん検診精密検査 ＳＥＱ
大腸がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
大腸がん検診精密検査 更新時間
大腸がん検診精密検査 治療方法
歯周疾患精密検査 西暦年度
歯周疾患精密検査 宛名番号
歯周疾患精密検査 受診日



歯周疾患精密検査 更新情報 ユーザーコード
歯周疾患精密検査 更新年月日(西暦)
歯周疾患精密検査 更新時間
歯周疾患精密検査 性別
歯周疾患精密検査 受診日年齢
歯周疾患精密検査 年度末年齢
歯周疾患精密検査 基準日年齢
歯周疾患精密検査 受診時国保区分
歯周疾患精密検査 総合検診区分
歯周疾患精密検査 受診番号
歯周疾患精密検査 実施医療機関
歯周疾患精密検査 請求日（月）
歯周疾患精密検査 一次検診受診有無
歯周疾患精密検査 一次検診受診日
歯周疾患精密検査 総合診断名
歯周疾患精密検査 診断・所見
歯周疾患精密検査 特記事項
骨粗しょう症精密検査 西暦年度
骨粗しょう症精密検査 宛名番号
骨粗しょう症精密検査 受診日
骨粗しょう症精密検査 更新情報 ユーザーコード
骨粗しょう症精密検査 更新年月日(西暦)
骨粗しょう症精密検査 更新時間
骨粗しょう症精密検査 性別
骨粗しょう症精密検査 受診日年齢
骨粗しょう症精密検査 年度末年齢
骨粗しょう症精密検査 基準日年齢
骨粗しょう症精密検査 受診時国保区分
骨粗しょう症精密検査 総合検診区分
骨粗しょう症精密検査 受診番号
骨粗しょう症精密検査 実施医療機関
骨粗しょう症精密検査 請求日（月）
骨粗しょう症精密検査 一次検診受診有無
骨粗しょう症精密検査 一次検診受診日
骨粗しょう症精密検査 総合診断名
骨粗しょう症精密検査 診断・所見
骨粗しょう症精密検査 特記事項
前立腺がん検診精密検査 西暦年度
前立腺がん検診精密検査 宛名番号
前立腺がん検診精密検査 検診日
前立腺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード



前立腺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
前立腺がん検診精密検査 更新時間
前立腺がん検診精密検査 性別
前立腺がん検診精密検査 受診日年齢
前立腺がん検診精密検査 年度末年齢
前立腺がん検診精密検査 基準日年齢
前立腺がん検診精密検査 受診時国保区分
前立腺がん検診精密検査 精密検査完了有無
前立腺がん検診精密検査 実施医療機関
前立腺がん検診精密検査 医師名
前立腺がん検診精密検査 総合診断名
前立腺がん検診精密検査 総合指導区分
前立腺がん検診精密検査 治療医療機関
前立腺がん検診精密検査 紹介先医療機関
前立腺がん検診精密検査 手術年月日
前立腺がん検診精密検査 特記事項
前立腺がん検診精密検査 総合検診区分
前立腺がん検診精密検査 受診番号
前立腺がん検診精密検査 請求日（月）
前立腺がん検診精密検査 一次検診受診有無
前立腺がん検診精密検査 一次検診受診日
前立腺がん検診精密検査 西暦年度
前立腺がん検診精密検査 宛名番号
前立腺がん検診精密検査 検診日
前立腺がん検診精密検査 ＳＥＱ
前立腺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
前立腺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
前立腺がん検診精密検査 更新時間
前立腺がん検診精密検査 診断・所見
前立腺がん検診精密検査 西暦年度
前立腺がん検診精密検査 宛名番号
前立腺がん検診精密検査 検診日
前立腺がん検診精密検査 ＳＥＱ
前立腺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
前立腺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
前立腺がん検診精密検査 更新時間
前立腺がん検診精密検査 検査方法
前立腺がん検診精密検査 西暦年度
前立腺がん検診精密検査 宛名番号
前立腺がん検診精密検査 検診日
前立腺がん検診精密検査 ＳＥＱ



前立腺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
前立腺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
前立腺がん検診精密検査 更新時間
前立腺がん検診精密検査 治療方法
いのちの相談 西暦年度
いのちの相談 宛名番号
いのちの相談 実施日
いのちの相談 更新情報 ユーザーコード
いのちの相談 更新年月日（西暦）
いのちの相談 更新時間
いのちの相談 性別
いのちの相談 受診日年齢
いのちの相談 年度末年齢
いのちの相談 基準日年齢
いのちの相談 受診時国保区分
いのちの相談 総合検診区分
いのちの相談 受診番号
いのちの相談 実施医療機関
いのちの相談 請求日（月）
いのちの相談 一次検診受診有無
いのちの相談 一次検診受診日
いのちの相談 総合診断名
いのちの相談 総合指導区分
いのちの相談 特記事項
いのちの相談 相談実施者
いのちの相談 相談経路
いのちの相談 相談内容
いのちの相談 相談再掲
いのちの相談 継続有無
いのちの相談 相談再掲の再掲
いのちの相談 相談内容詳細
いのちの相談 指導内容
いのちの相談 記録番号
肺がん検診精密検査 西暦年度
肺がん検診精密検査 宛名番号
肺がん検診精密検査 検診日
肺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
肺がん検診精密検査 更新時間
肺がん検診精密検査 性別
肺がん検診精密検査 受診日年齢



肺がん検診精密検査 年度末年齢
肺がん検診精密検査 基準日年齢
肺がん検診精密検査 受診時国保区分
肺がん検診精密検査 精密検査完了有無
肺がん検診精密検査 実施医療機関
肺がん検診精密検査 医師名
肺がん検診精密検査 総合診断
肺がん検診精密検査 がん病気分類（原発性肺がんのみ）
肺がん検診精密検査 切除術の根治性（原発性肺がんのみ）
肺がん検診精密検査 がん組織分類（原発性肺がんのみ）
肺がん検診精密検査 総合指導区分
肺がん検診精密検査 治療医療機関
肺がん検診精密検査 紹介先医療機関
肺がん検診精密検査 手術年月日
肺がん検診精密検査 特記事項
肺がん検診精密検査 総合検診区分
肺がん検診精密検査 受診番号
肺がん検診精密検査 請求日（月）
肺がん検診精密検査 一次検診受診有無
肺がん検診精密検査 一次検診受診日
肺がん検診精密検査 西暦年度
肺がん検診精密検査 宛名番号
肺がん検診精密検査 検診日
肺がん検診精密検査 ＳＥＱ
肺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
肺がん検診精密検査 更新時間
肺がん検診精密検査 診断・所見
肺がん検診精密検査 西暦年度
肺がん検診精密検査 宛名番号
肺がん検診精密検査 検診日
肺がん検診精密検査 ＳＥＱ
肺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
肺がん検診精密検査 更新時間
肺がん検診精密検査 検査方法
肺がん検診精密検査 西暦年度
肺がん検診精密検査 宛名番号
肺がん検診精密検査 検診日
肺がん検診精密検査 ＳＥＱ
肺がん検診精密検査 更新情報 ユーザーコード



肺がん検診精密検査 更新年月日(西暦)
肺がん検診精密検査 更新時間
肺がん検診精密検査 治療方法
認知症検診精密検査 西暦年度
認知症検診精密検査 宛名番号
認知症検診精密検査 精検受診日
認知症検診精密検査 更新情報 ユーザーコード
認知症検診精密検査 更新年月日（西暦）
認知症検診精密検査 更新時間
認知症検診精密検査 性別
認知症検診精密検査 受診日年齢
認知症検診精密検査 年度末年齢
認知症検診精密検査 基準日年齢
認知症検診精密検査 受診時国保区分
認知症検診精密検査 総合検診区分
認知症検診精密検査 受診番号
認知症検診精密検査 実施医療機関
認知症検診精密検査 請求日（月）
認知症検診精密検査 精検診断名
認知症検診精密検査 精検指導区分
認知症検診精密検査 特記事項
認知症検診精密検査 既住歴
認知症検診精密検査 既往歴（精神疾患）
認知症検診精密検査 既往歴（その他）
認知症検診精密検査 検査方法
認知症検診精密検査 検査方法(MMSE)
認知症検診精密検査 検査方法(HDS-R)
認知症検診精密検査 検査方法（VSRAD）
認知症検診精密検査 検査方法（その他）
認知症検診精密検査 検査方法（eその他）
認知症検診精密検査 診断・所見(主)
認知症検診精密検査 診断・所見(他)
認知症検診精密検査 診断・所見（その他）
認知症検診精密検査 治療
認知症検診精密検査 治療状況
認知症検診精密検査 当院にて治療中
認知症検診精密検査 当院にて治療中(投薬)
認知症検診精密検査 当院にて治療中(塩酸ドネペジル)
認知症検診精密検査 当院にて治療中(ガランタミン)
認知症検診精密検査 当院にて治療中(リパスチグミン)
認知症検診精密検査 当院にて治療中(塩酸メマンチン)



認知症検診精密検査 当院にて治療中（その他の薬）
認知症検診精密検査 当院にて治療中(手術)
認知症検診精密検査 当院にて治療中（その他）
認知症検診精密検査 医療機関名
認知症検診精密検査 治療（その他）
肺がん検診精検追跡 西暦年度
肺がん検診精検追跡 宛名番号
肺がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
肺がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
肺がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
肺がん検診精検追跡 更新時間
肺がん検診精検追跡 性別
肺がん検診精検追跡 受診日年齢
肺がん検診精検追跡 年度末年齢
肺がん検診精検追跡 基準日年齢
肺がん検診精検追跡 受診時国保区分
肺がん検診精検追跡 総合検診区分
肺がん検診精検追跡 受診番号
肺がん検診精検追跡 実施医療機関
肺がん検診精検追跡 請求日（月）
肺がん検診精検追跡 一次検診受診有無
肺がん検診精検追跡 一次検診受診日
肺がん検診精検追跡 総合診断名
肺がん検診精検追跡 総合指導区分
肺がん検診精検追跡 特記事項
肺がん検診精検追跡 精検受診有無
肺がん検診精検追跡 連絡手段
大腸がん検診精検追跡 西暦年度
大腸がん検診精検追跡 宛名番号
大腸がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
大腸がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
大腸がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
大腸がん検診精検追跡 更新時間
大腸がん検診精検追跡 性別
大腸がん検診精検追跡 受診日年齢
大腸がん検診精検追跡 年度末年齢
大腸がん検診精検追跡 基準日年齢
大腸がん検診精検追跡 受診時国保区分
大腸がん検診精検追跡 総合検診区分
大腸がん検診精検追跡 受診番号
大腸がん検診精検追跡 実施医療機関



大腸がん検診精検追跡 請求日（月）
大腸がん検診精検追跡 一次検診受診有無
大腸がん検診精検追跡 一次検診受診日
大腸がん検診精検追跡 総合診断名
大腸がん検診精検追跡 総合指導区分
大腸がん検診精検追跡 特記事項
大腸がん検診精検追跡 精検受診有無
大腸がん検診精検追跡 連絡手段
胃がん検診精検追跡 西暦年度
胃がん検診精検追跡 宛名番号
胃がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
胃がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
胃がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
胃がん検診精検追跡 更新時間
胃がん検診精検追跡 性別
胃がん検診精検追跡 受診日年齢
胃がん検診精検追跡 年度末年齢
胃がん検診精検追跡 基準日年齢
胃がん検診精検追跡 受診時国保区分
胃がん検診精検追跡 総合検診区分
胃がん検診精検追跡 受診番号
胃がん検診精検追跡 実施医療機関
胃がん検診精検追跡 請求日（月）
胃がん検診精検追跡 一次検診受診有無
胃がん検診精検追跡 一次検診受診日
胃がん検診精検追跡 総合診断名
胃がん検診精検追跡 総合指導区分
胃がん検診精検追跡 特記事項
胃がん検診精検追跡 精検受診有無
胃がん検診精検追跡 連絡手段
前立腺がん検診精検追跡 西暦年度
前立腺がん検診精検追跡 宛名番号
前立腺がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
前立腺がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
前立腺がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
前立腺がん検診精検追跡 更新時間
前立腺がん検診精検追跡 性別
前立腺がん検診精検追跡 受診日年齢
前立腺がん検診精検追跡 年度末年齢
前立腺がん検診精検追跡 基準日年齢
前立腺がん検診精検追跡 受診時国保区分



前立腺がん検診精検追跡 総合検診区分
前立腺がん検診精検追跡 受診番号
前立腺がん検診精検追跡 実施医療機関
前立腺がん検診精検追跡 請求日（月）
前立腺がん検診精検追跡 一次検診受診有無
前立腺がん検診精検追跡 一次検診受診日
前立腺がん検診精検追跡 総合診断名
前立腺がん検診精検追跡 総合指導区分
前立腺がん検診精検追跡 特記事項
前立腺がん検診精検追跡 精検受診有無
前立腺がん検診精検追跡 連絡手段
乳がん検診精検追跡 西暦年度
乳がん検診精検追跡 宛名番号
乳がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
乳がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
乳がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
乳がん検診精検追跡 更新時間
乳がん検診精検追跡 性別
乳がん検診精検追跡 受診日年齢
乳がん検診精検追跡 年度末年齢
乳がん検診精検追跡 基準日年齢
乳がん検診精検追跡 受診時国保区分
乳がん検診精検追跡 総合検診区分
乳がん検診精検追跡 受診番号
乳がん検診精検追跡 実施医療機関
乳がん検診精検追跡 請求日（月）
乳がん検診精検追跡 一次検診受診有無
乳がん検診精検追跡 一次検診受診日
乳がん検診精検追跡 総合診断名
乳がん検診精検追跡 総合指導区分
乳がん検診精検追跡 特記事項
乳がん検診精検追跡 精検受診有無
乳がん検診精検追跡 連絡手段
子宮がん検診精検追跡 西暦年度
子宮がん検診精検追跡 宛名番号
子宮がん検診精検追跡 受診日（連絡日）
子宮がん検診精検追跡 更新情報 ユーザーコード
子宮がん検診精検追跡 更新年月日（西暦）
子宮がん検診精検追跡 更新時間
子宮がん検診精検追跡 性別
子宮がん検診精検追跡 受診日年齢



子宮がん検診精検追跡 年度末年齢
子宮がん検診精検追跡 基準日年齢
子宮がん検診精検追跡 受診時国保区分
子宮がん検診精検追跡 総合検診区分
子宮がん検診精検追跡 受診番号
子宮がん検診精検追跡 実施医療機関
子宮がん検診精検追跡 請求日（月）
子宮がん検診精検追跡 一次検診受診有無
子宮がん検診精検追跡 一次検診受診日
子宮がん検診精検追跡 総合診断名
子宮がん検診精検追跡 総合指導区分
子宮がん検診精検追跡 特記事項
子宮がん検診精検追跡 精検受診有無
子宮がん検診精検追跡 連絡手段
健康マイレージ 実施年度
健康マイレージ 宛名番号
健康マイレージ 事業申込日
健康マイレージ 更新情報 ユーザーコード
健康マイレージ 更新年月日（西暦）
健康マイレージ 更新時間
健康マイレージ 性別
健康マイレージ 受診日年齢
健康マイレージ 年度末年齢
健康マイレージ 基準日年齢
健康マイレージ 受診時国保区分
健康マイレージ 総合検診区分
健康マイレージ 受診番号
健康マイレージ 実施医療機関
健康マイレージ 請求日（月）
健康マイレージ 一次検診受診有無
健康マイレージ 一次検診受診日
健康マイレージ 総合診断名
健康マイレージ 総合指導区分
健康マイレージ ＢＭＩ（事前）
健康マイレージ ＢＭＩ（事後）
健康マイレージ 腹囲（事前）
健康マイレージ 腹囲（事後）
健康マイレージ 血圧（収縮期）（事前）
健康マイレージ 血圧（収縮期）（事後）
健康マイレージ 血圧（拡張期）（事前）
健康マイレージ 血圧（拡張期）（事後）



健康マイレージ 握力（事前）
健康マイレージ 握力（事後）
健康マイレージ 長座体前屈（事前）
健康マイレージ 長座体前屈（事後）
健康マイレージ 足指力（事前）
健康マイレージ 足指力（事後）
健康マイレージ 上体おこし（事前）
健康マイレージ 上体おこし（事後）
健康マイレージ 特記事項
生活習慣情報 西暦年度
生活習慣情報 宛名番号
生活習慣情報 更新者
生活習慣情報 更新日
生活習慣情報 更新時間
生活習慣情報 性別
生活習慣情報 年度末年齢
生活習慣情報 喫煙区分
生活習慣情報 喫煙開始年齢
生活習慣情報 禁煙年齢
生活習慣情報 喫煙年数
生活習慣情報 喫煙本数
生活習慣情報 ＢＩ指数
生活習慣情報 血痰有無
生活習慣情報 飲酒区分
生活習慣情報 飲酒開始年齢
生活習慣情報 禁酒年齢
生活習慣情報 飲酒年数
生活習慣情報 飲酒量
生活習慣情報 １日の摂取量 エネルギー量
生活習慣情報 塩
生活習慣情報 １日の平均歩数
生活習慣情報 処理月
生活習慣情報 問診 １
生活習慣情報 問診 ２
生活習慣情報 問診 ３
生活習慣情報 問診 ４
生活習慣情報 問診 ５
生活習慣情報 問診 ６
生活習慣情報 問診 ７
生活習慣情報 問診 ８
生活習慣情報 問診 ９



生活習慣情報 問診 １０
生活習慣情報 問診 １１
生活習慣情報 問診 １２
生活習慣情報 問診 １３
生活習慣情報 問診 １４
生活習慣情報 問診 １５
生活習慣情報 問診 １６
生活習慣情報 問診 １７
生活習慣情報 問診 １８
生活習慣情報 問診 １９
生活習慣情報 問診 ２０
生活習慣情報 問診 ２１
生活習慣情報 問診 ２２
生活習慣情報 問診 ２３
生活習慣情報 問診 ２４
生活習慣情報 問診 ２５
生活習慣情報 問診 ２６
生活習慣情報 問診 ２７
生活習慣情報 問診 ２８
生活習慣情報 問診 ２９
生活習慣情報 問診 ３０
生活習慣情報 問診 ３１
生活習慣情報 問診 ３２
生活習慣情報 問診 ３３
生活習慣情報 問診 ３４
生活習慣情報 問診 ３５
生活習慣情報 問診 ３６
生活習慣情報 問診 ３７
生活習慣情報 問診 ３８
生活習慣情報 問診 ３９
生活習慣情報 問診 ４０
生活習慣情報 問診 ４１
生活習慣情報 問診 ４２
生活習慣情報 問診 ４３
生活習慣情報 問診 ４４
生活習慣情報 問診 ４５
生活習慣情報 問診 ４６
生活習慣情報 問診 ４７
生活習慣情報 問診 ４８
生活習慣情報 問診 ４９
生活習慣情報 問診 ５０



生活習慣情報 問診 ５１
生活習慣情報 問診 ５２
生活習慣情報 問診 ５３
生活習慣情報 問診 ５４
生活習慣情報 問診 ５５
生活習慣情報 問診 ５６
生活習慣情報 問診 ５７
生活習慣情報 問診 ５８
生活習慣情報 問診 ５９
生活習慣情報 問診 ６０
生活習慣情報 西暦年度
生活習慣情報 宛名番号
生活習慣情報 ＳＥＱ
生活習慣情報 更新者
生活習慣情報 更新日
生活習慣情報 更新時間
生活習慣情報 現病名
生活習慣情報 区分
生活習慣情報 治療開始年齢


