
5C070000002399901         数字 mg／dl     3：その他   

  
5H010000001910111 血液型(ABO)       コード       1：試験管法 カラム凝集法 1：A、2：B、3：AB、4：O 

5H010000001999911         コード       2：その他 1：A、2：B、3：AB、4：O 

  
5H020000001910111 血液型(Rh)       コード       1：試験管法 カラム凝集法 1：＋、2：－ 

5H020000001999911         コード       2：その他 1：＋、2：－ 

  5E071000002399811 梅毒反応       コード       方法問わず 1：陽性、2：陰性 

  5F016141002399811 HBs抗原       コード       方法問わず 1：陽性、2：陰性 

  5F360149502399811 HCV抗体       コード       方法問わず 1：陽性、2：陰性 

  5F360149702399811 HCV抗体(力価)       コード       方法問わず 1：陰性、2：低力価、3：中力価、4：高力価 

  5F360150002399811 HCV抗原検査       コード       方法問わず 1：陽性、2：陰性 

  5F360145002399811 HCV核酸増幅検査       コード       方法問わず 1：陽性、2：陰性 

  9N401000000000011 C型肝炎ウイルス検診の判定       コード         
1：現在、C型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い、2：
現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い 

  9N406000000000049 その他の法定特殊健康診断       漢字           

  9N411000000000049 その他の法定検査       漢字           

  9N416000000000049 その他の検査       漢字           

医
師
の
判
断 

○ 9N501000000000011 メタボリックシンドローム判定       コード         1：基準該当、2：予備群該当、3：非該当、4：判定不能 
○ 9N506000000000011 保健指導レベル       コード         1：積極的支援、2：動機付け支援、3：なし、4：判定不能 
○ 9N511000000000049 医師の診断(判定)       漢字           
○ 9N516000000000049 健康診断を実施した医師の氏名       漢字           
  9N521000000000049 医師の意見       漢字           
  9N526000000000049 意見を述べた医師の氏名       漢字           
  9N531000000000049 歯科医師による健康診断       漢字           

  9N536000000000049 
歯科医師による健康診断を実施し
た歯科医師の氏名       漢字           

  9N541000000000049 歯科医師の意見       漢字           
  9N546000000000049 意見を述べた歯科医師の氏名       漢字           
  9N551000000000049 備考       漢字           

  9N556000000000011 生活機能評価の結果1       コード         
1：介護予防事業の利用が望ましい、2：医学的な理由により次の介
護予防の利用は不適当、3：生活機能の低下なし 

  9N561000000000011 生活機能評価の結果2       コード         
1：すべて、2：運動器の機能向上、3：栄養改善、4：口腔機能の向
上、5その他(上記で2を選択したときに記載) 

  9N566000000000049 生活機能評価の結果3       漢字         上記でその他を記載したとき記載 
  9N571000000000049 医師の診断(判定)(生活機能評価)       漢字           

  9N576000000000049 
診断をした医師の氏名(生活機能
評価)       漢字           

  9N581161300000011 医師の診断(肺がん検診)(コード)       コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N581161400000049 
医師の診断(肺がん検診)(自由記
載) 

      漢字           

  9N586000000000049 
診断をした医師の氏名(肺がん検
診)       漢字           

  9N591161300000011 医師の診断(胃がん検診)(コード)       コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N591161400000049 
医師の診断(胃がん検診)(自由記
載) 

      漢字           

  9N596000000000049 
診断をした医師の氏名(胃がん検
診) 

      漢字           

  9N601161300000011 医師の診断(乳がん検診)(コード)       コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N601161400000049 医師の診断(乳がん検診)(自由記
載) 

      漢字           

  9N606000000000049 
診断をした医師の氏名(乳がん検
診) 

      漢字           

  9N611161300000011 
医師の診断(子宮がん検診)(コー
ド)       コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N611161400000049 医師の診断(子宮がん検診)(自由
記載) 

      漢字           

  9N616000000000049 診断をした医師の氏名(子宮がん
検診) 

      漢字           

  9N621161300000011 
医師の診断(大腸がん検診)(コー
ド) 

      コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N621161400000049 
医師の診断(大腸がん検診)(自由
記載)       漢字           

  9N626000000000049 診断をした医師の氏名       漢字           

  9N631161300000011 
医師の診断(前立腺がん検診)(コ
ード) 

      コード         1：精密検査必要、2：精密検査不要 

  9N631161400000049 
医師の診断(前立腺がん検診)(自
由記載)       漢字           

  9N636000000000049 
診断をした医師の氏名(前立腺が
ん検診)       漢字           

  9N641000000000049 医師の診断(その他)       漢字           
  9N646000000000049 診断をした医師の氏名(その他)       漢字           

質
問
票 

○ 9N701000000000011 服薬1(血圧)       コード         1：服薬あり、2：服薬なし 
☆ 9N701167000000049 (薬剤)       漢字           
☆ 9N701167100000049 (服薬理由)       漢字           
○ 9N706000000000011 服薬2(血糖)       コード         1：服薬あり、2：服薬なし 
☆ 9N706167000000049 (薬剤)       漢字           
☆ 9N706167100000049 (服薬理由)       漢字           
○ 9N711000000000011 服薬3(脂質)       コード         1：服薬あり、2：服薬なし 
☆ 9N711167000000049 (薬剤)       漢字           
☆ 9N711167100000049 (服薬理由)       漢字           
☆ 9N716000000000011 既往歴1(脳血管)       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N721000000000011 既往歴2(心血管)       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N726000000000011 既往歴3(腎不全・人工透析)       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N731000000000011 貧血       コード         1：はい、2：いいえ 
○ 9N736000000000011 喫煙       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N741000000000011 20歳からの体重変化       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N746000000000011 30分以上の運動習慣       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N751000000000011 歩行又は身体活動       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N756000000000011 歩行速度       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N761000000000011 1年間の体重変化       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N766000000000011 食べ方1(早食い等)       コード         1：速い、2：ふつう、3：遅い 
☆ 9N771000000000011 食べ方2(就寝前)       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N776000000000011 食べ方3(夜食／間食)       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N781000000000011 食習慣       コード         1：はい、2：いいえ 
☆ 9N786000000000011 飲酒       コード         1：毎日、2：時々、3：ほとんど飲まない 
☆ 9N791000000000011 飲酒量       コード         1：1合未満、2：1～2合未満、3：2～3合未満、4：3合以上 
☆ 9N796000000000011 睡眠       コード         1：はい、2：いいえ 

☆ 9N801000000000011 生活習慣の改善       コード         
1：意志なし、2：意志あり(6か月以内)、3：意志あり(近いうち)、4：
取組済み(6ヶ月未満)、5：取組済み(6ヶ月以上) 

☆ 9N806000000000011 保健指導の希望       コード         1：はい、2：いいえ 

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト 

  9N811000000000011 
1．バスや電車で1人で外出してい
ますか 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N816000000000011 2．日用品の買物をしていますか       コード         0：はい、1：いいえ 

  9N821000000000011 3．預貯金の出し入れをしています
か 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N826000000000011 4．友人の家を訪ねていますか       コード         0：はい、1：いいえ 

  9N831000000000011 
5．家族や友人の相談にのっていま
すか       コード         0：はい、1：いいえ 

  9N836000000000011 6．階段を手すりや壁をつたわらず
に昇っていますか 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N841000000000011 
7．椅子に座った状態から何もつか
まらずに立ち上がっていますか 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N846000000000011 8.15分位続けて歩いていますか       コード         0：はい、1：いいえ 

  9N851000000000011 9．この1年間に転んだことがあり
ますか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N856000000000011 10．転倒に対する不安は大きいで
すか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N861000000000011 
11.6ヵ月間で2～3kg以上の体重減
尐がありましたか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N866000000000001 
12．身長     cm   体重
     kg(BMI＝    )       数字 kg／m2       身長と体重から計算されるBMIを記載すること。小数点以下1桁 

  9N871000000000011 13．半年前に比べて固いものが食
べにくくなりましたか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N876000000000011 14．お茶や汁物等でむせることが
ありますか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N881000000000011 15．口の渇きが気になりますか       コード         1：はい、0：いいえ 
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  9N886000000000011 
16．週に1回以上は外出しています
か 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N891000000000011 
17．昨年と比べて外出の回数が減
っていますか       コード         1：はい、0：いいえ 

  9N896000000000011 
18．周りの人から「いつも同じ事
を聞く」などの物忘れがあると言
われますか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N901000000000011 19．自分で電話番号を調べて、電
話をかけることをしていますか 

      コード         0：はい、1：いいえ 

  9N906000000000011 20．今日が何月何日かわからない
時がありますか 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N911000000000011 
21．(ここ2週間)毎日の生活に充実
感がない 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N916000000000011 
22．(ここ2週間)これまで楽しんで
やれていたことが楽しめなくなっ
た 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N921000000000011 
23．(ここ2週間)以前は楽にできて
いたことが今ではおっくうに感じ
られる 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N926000000000011 
24．(ここ2週間)自分が役に立つ人
間だと思えない 

      コード         1：はい、0：いいえ 

  9N931000000000011 
25．(ここ2週間)わけもなく疲れた
ような感じがする       コード         1：はい、0：いいえ 

 
 (表の説明) 
 注1) ○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、▲…医療保険者に報告する必要はないが、受診者に対して健診結果を通知する項目、●…いずれかの項目の実施で可、☆…情報を入手した場合

に限り、医療保険者に報告する項目 
 注2) 医療保険者は、特定健診以外の項目について、健診機関等における対応の可否を踏まえ、本表に示す項目以外の項目をも含め、任意に特定健診以外の項目の実施や、当該項目の入力方法の変更等を行うことが

できる。 
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保健指導情報 

番号 

記載区分(注1) 

項目コード 項目名 
データ
値 

データ
タイプ 単位 備考 1回目

の請求
時 

2回目
の請求
時 

国への
実績報
告時 

1001 ○   ○ 1020000001 支援レベル   コード   1：積極的支援、2：動機づけ支援(健診結果に基づき階層
化された区分) 

1002 △   △ 1020000002 行動変容ステージ   コード   
1：意志なし、2：意志あり(6ヶ月以内)、3：意志あり(近
いうち)、4：取組済み(6ヶ月未満)、5：取組済み(6ヶ月
以上) 

1003 ☆     1020000003 保健指導コース名   漢字     
1004 ○   ○ 1022000011 初回面接の実施日付   年月日   YYYYMMDD 
1005 ○   ○ 1022000012 初回面接による支援の支援形態   コード   1：個別支援、2：グループ支援 
1006 ○   ○ 1022000013 初回面接の実施時間   数字 分   
1007 ○   ○ 1022000015 初回面接の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 
1008 ●   ● 1021000020 継続的支援予定期間   数字 週   
1009 ☆     1021001031 目標腹囲   数字 cm   
1010 ☆     1021001032 目標体重   数字 kg   
1011 □     1021001033 目標収縮期血圧   数字 mmHg   
1012 □     1021001034 目標拡張期血圧   数字 mmHg   
1013 ☆     1021001050 一日の削減目標エネルギー量   数字 kcal   
1014 ☆     1021001051 一日の運動による目標エネルギー量   数字 kcal   
1015 ☆     1021001052 一日の食事による目標エネルギー量   数字 kcal   
1016   ★   1032000011 中間評価の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1017   ★   1032000012 中間評価の支援形態   コード   1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：電子メ
ール支援A 

1018   ★   1032000013 中間評価の実施時間   数字 分   
1019   ★   1032000014 中間評価の実施ポイント   数字   自動計算 
1020   ★   1032000015 中間評価の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 
1021   ★   1032001031 中間評価時の腹囲   数字 cm YYYYMMDD 
1022   ★   1032001032 中間評価時の体重   数字 kg   
1023   ▲   1032001033 中間評価時の収縮期血圧   数字 mmHg   
1024   ▲   1032001034 中間評価時の拡張期血圧   数字 mmHg   

1025   ★   1032001042 
中間評価時の生活習慣の改善(栄養・食生
活)   コード   0：変化なし、1：改善、2：悪化 

1026   ★   1032001041 中間評価時の生活習慣の改善(身体活動)   コード   0：変化なし、1：改善、2：悪化 

1027   ▲   1032001043 中間評価時の生活習慣の改善(喫煙)   コード   
1：禁煙継続、2：非継続、3：非喫煙、4：禁煙の意志な
し 

1028   ★   1032100011 支援A①の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1029   ★   1032100012 支援A①の支援形態   コード   
1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：電子メ
ール支援A 

1030   ★   1032100013 支援A①の実施時間   数字 分   
1031   ★   1032100014 支援A①の実施ポイント   数字   自動計算 
1032   ★   1032100015 支援A①の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1033   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A②の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1034   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A②の支援形態   コード   
1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：電子メ
ール支援A 

1035   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A②の実施時間   数字 分   

1036   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A②の実施ポイント   数字   自動計算 

1037   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A②の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1038   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A③の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1039   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A③の支援形態   コード   
1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：電子メ
ール支援A 

1040   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A③の実施時間   数字 分   

1041   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A③の実施ポイント   数字   自動計算 

1042   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A③の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1043   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A④の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1044   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A④の支援形態   コード   
1：個別支援A、3：グループ支援、4：電話A、6：電子メ
ール支援A 

1045   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A④の実施時間   数字 分   

1046   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A④の実施ポイント   数字   自動計算 

1047   ★   
支援A①の対
応するコー
ドと同一  

支援A④の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1048   ★   1032200011 支援B①の実施日付   年月日   YYYYMMDD 
1049   ★   1032200012 支援B①の支援形態   コード   2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B 
1050   ★   1032200013 支援B①の実施時間   数字 分   
1051   ★   1032200014 支援B①の実施ポイント   数字   自動計算 
1052   ★   1032200015 支援B①の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1053   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B②の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1054   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B②の支援形態   コード   2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B 

別紙８－２ 
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1055   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B②の実施時間   数字 分   

1056   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B②の実施ポイント   数字   自動計算 

1057   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B②の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1058   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B③の実施日付   年月日     

1059   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B③の支援形態   コード   2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B 

1060   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B③の実施時間   数字 分   

1061   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B③の実施ポイント   数字   自動計算 

1062   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B③の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1063   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B④の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1064   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B④の支援形態   コード   2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B 

1065   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B④の実施時間   数字 分   

1066   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B④の実施ポイント   数字   自動計算 

1067   ★   
支援B①の対
応するコー
ドと同一  

支援B④の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1068   ○ ○ 1042000011 6ヶ月後の評価の実施日付   年月日   YYYYMMDD 

1069   ○ ○ 1042000012 6ヶ月後の評価の支援形態又は確認方法   コード   
1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：電子メー

ル支援 

1070   ○ ○ 1042000015 6ヶ月後の評価の実施者   コード   1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他 

1071   ○ ○ 1042000116 
6ヶ月後の評価ができない場合の確認回

数 
  数字 回 確認方法に基づき、評価実施者が行った確認の回数 

1072   ○ ○ 1042001031 6ヶ月後の評価時の腹囲   数字 cm   

1073   ○ ○ 1042001032 6ヶ月後の評価時の体重   数字 kg   

1074   △ △ 1042001033 6ヶ月後の評価時の収縮期血圧   数字 mmHg   

1075   △ △ 1042001034 6ヶ月後の評価時の拡張期血圧   数字 mmHg   

1076   ○ ○ 1042001042 

6ヶ月後の評価時の保健指導による生活

習慣の改善(栄養・食生活) 

 

  コード   0：変化なし、1：改善、2：悪化 

1077   ○ ○ 1042001041 
6ヶ月後の評価時の保健指導による生活

習慣の改善(身体活動) 
  コード   0：変化なし、1：改善、2：悪化 

1078   △ △ 1042001043 
6ヶ月後の評価時の保健指導による生活

習慣の改善(喫煙) 
  コード   

1：禁煙継続、2：非継続、3：非喫煙、4：禁煙の意志な

し 

1079 ●   ● 1041800117 計画上の継続的な支援の実施回数   数字 回   

1080 ●   ● 1041101117 
計画上の継続的な支援の実施回数(個別

支援A) 
  数字 回   

1081 ●   ● 1041101113 
計画上の継続的な支援の合計実施時間

(個別支援A) 
  数字 分   

1082 ▲   ▲ 1041201117 
計画上の継続的な支援の実施回数(個別

支援B) 
  数字 回   

1083 ▲   ▲ 1041201113 
計画上の継続的な支援の合計実施時間

(個別支援B) 
  数字 分   

1084 ●   ● 1041302117 
計画上の継続的な支援の実施回数(グル

ープ支援) 
  数字 回   

1085 ●   ● 1041302113 
計画上の継続的な支援の合計実施時間

(グループ支援) 
  数字 分   

1086 ●   ● 1041103117 
計画上の継続的な支援の実施回数(電話A

による支援) 
  数字 回   

1087 ●   ● 1041103113 
計画上の継続的な支援の合計実施時間

(電話Aによる支援) 
  数字 分   

1088 ●   ● 1041104117 
計画上の継続的な支援の実施回数(e―ma

ilAによる支援) 
  数字 回   

1089 ▲   ▲ 1041203117 
計画上の継続的な支援の実施回数(電話B

による支援) 
  数字 回   

1090 ▲   ▲ 1041203113 
計画上の継続的な支援の合計実施時間

(電話Bによる支援) 
  数字 分   

1091 ▲   ▲ 1041204117 
計画上の継続的な支援の実施回数(e―ma

ilBによる支援) 
  数字 回   

1092 ●   ● 1041100114 
計画上の継続的な支援によるポイント

(支援A) 
  数字     

1093 ▲   ▲ 1041200114 
計画上の継続的な支援によるポイント

(支援B) 
  数字     

1094 ●   ● 1041800114 
計画上の継続的な支援によるポイント

(合計) 
  数字   自動計算 

1095   ● ● 1042800117 実施上の継続的な支援の実施回数   数字 回 自動計算 

1096   ● ● 1042101117 
実施上の継続的な支援の実施回数(個別

支援A) 
  数字 回   
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