
付属資料52－１－１【 基本健診 】サブシステム記録項目

№ 現行システム記録項目名 次期システム記録項目名 （変更なし・追加・修正・削除）
基本健診

1 受診日年齢                    受診日年齢                    変更なし
2 年度末年齢                    年度末年齢                    変更なし
3 受付番号 受付番号 変更なし
4 センター区分 センター区分 変更なし
5 受診医療機関 受診医療機関 変更なし
6 肝炎検査希望有無 肝炎検査希望有無 変更なし
7 ペプシノゲン検査希望有無 ペプシノゲン検査希望有無 変更なし
8 歯周疾患希望有無 歯周疾患希望有無 変更なし
9 前立腺がんの有無 前立腺がんの有無 変更なし

10 体重の増減１ 体重の増減１ 変更なし
11 増減数値 増減数値 変更なし
12 体重の増減２ 体重の増減２ 変更なし
13 喫煙の有無 喫煙の有無 変更なし
14 喫煙年齢 喫煙年齢 変更なし
15 喫煙本数 喫煙本数 変更なし
16 禁煙の意向１ 禁煙の意向１ 変更なし
17 禁煙の意向２ 禁煙の意向２ 変更なし
18 禁煙の意向３ 禁煙の意向３ 変更なし
19 運動不足 運動不足 変更なし
20 運動量単位 運動量単位 変更なし
21 食事の速度 食事の速度 変更なし
22 満腹感 満腹感 変更なし
23 食事間隔 食事間隔 変更なし
24 睡眠時間 睡眠時間 変更なし
25 起床時間 起床時間 変更なし
26 就寝時間 就寝時間 変更なし
27 睡眠の満足度 睡眠の満足度 変更なし
28 歯磨き回数 歯磨き回数 変更なし
29 自覚症状有無                  自覚症状有無                  変更なし
30 自覚症状                      自覚症状                      変更なし
31 身長                          身長                          変更なし
32 体重                          体重                          変更なし
33 ＢＭＩ ＢＭＩ 変更なし
34 肥満度 肥満度 変更なし
35 腹囲 腹囲 変更なし
36 蛋白 蛋白 変更なし
37 糖 糖 変更なし
38 潜血 潜血 変更なし
39 尿沈査実施の有無 尿沈査実施の有無 変更なし
40 最高血圧１ 最高血圧１ 変更なし
41 最低血圧１ 最低血圧１ 変更なし
42 血圧区分 血圧区分 変更なし
43 降圧剤の使用 服薬（血圧） 修正
44 内科所見 内科所見 変更なし
45 食後時間区分 食後時間区分 変更なし
46 食後時間 食後時間 変更なし
47 白血球数                      白血球数                      変更なし
48 白血球数基準判定 白血球数基準判定 変更なし
49 赤血球数                      赤血球数                      変更なし
50 赤血球数基準判定 赤血球数基準判定 変更なし
51 ヘモグロビン ヘモグロビン 変更なし
52 ヘモグロビン基準判定 ヘモグロビン基準判定 変更なし
53 ヘマトクリット ヘマトクリット 変更なし
54 ヘマトクリット基準判定 ヘマトクリット基準判定 変更なし
55 血小板                        血小板                        変更なし
56 血小板基準判定 血小板基準判定 変更なし
57 ＧＯＴ ＧＯＴ 変更なし
58 ＧＯＴ基準判定 ＧＯＴ基準判定 変更なし
59 ＧＰＴ ＧＰＴ 変更なし
60 ＧＰＴ基準判定 ＧＰＴ基準判定 変更なし
61 γ－ＧＴＰ γ－ＧＴＰ 変更なし
62 γ－ＧＴＰ値（ＧＧＴ）基準判定 γ－ＧＴＰ値（ＧＧＴ）基準判定 変更なし
63 ＺＴＴ ＺＴＴ 変更なし
64 ＺＴＴ基準判定 ＺＴＴ基準判定 変更なし
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65 アルカリフォスタファーゼ アルカリフォスタファーゼ 変更なし
66 アルカリフォスタファーゼ基準判定 アルカリフォスタファーゼ基準判定 変更なし
67 尿素窒素（血清） 尿素窒素（血清） 変更なし
68 尿素窒素（血清）基準判定 尿素窒素（血清）基準判定 変更なし
69 クレアチニン クレアチニン 変更なし
70 クレアチニン基準判定 クレアチニン基準判定 変更なし
71 総コレステロール 総コレステロール 変更なし
72 総コレステロール基準判定 総コレステロール基準判定 変更なし
73 ＨＤＬコレステロール ＨＤＬコレステロール 変更なし
74 ＨＤＬコレステロール基準判定 ＨＤＬコレステロール基準判定 変更なし
75 ＬＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール 変更なし
76 ＬＤＬコレステロール基準判定 ＬＤＬコレステロール基準判定 変更なし
77 中性脂肪 中性脂肪 変更なし
78 中性脂肪基準判定 中性脂肪基準判定 変更なし
79 血糖（血漿） 血糖（血漿） 変更なし
80 血糖（血漿）検査判定 血糖（血漿）検査判定 変更なし
81 ヘモグロビンＡ１ｃ ヘモグロビンＡ１ｃ 変更なし
82 ヘモグロビンＡ１ｃ基準判定 ヘモグロビンＡ１ｃ基準判定 変更なし
83 尿酸（血清） 尿酸（血清） 変更なし
84 尿酸（血清）基準判定 尿酸（血清）基準判定 変更なし
85 総蛋白 総蛋白 変更なし
86 総蛋白基準判定 総蛋白基準判定 変更なし
87 ＭＣＶ ＭＣＶ 変更なし
88 ＭＣＶ判定 ＭＣＶ判定 変更なし
89 ＭＣＨ ＭＣＨ 変更なし
90 ＭＣＨ判定 ＭＣＨ判定 変更なし
91 ＭＣＨＣ ＭＣＨＣ 変更なし
92 ＭＣＨＣ判定 ＭＣＨＣ判定 変更なし
93 アルブミン アルブミン 変更なし
94 アルブミン基準判定 アルブミン基準判定 変更なし
95 Ａ／Ｇ比 Ａ／Ｇ比 変更なし
96 Ａ／Ｇ比基準判定 Ａ／Ｇ比基準判定 変更なし
97 ペプシノゲン（ＥＩＡ） ペプシノゲン（ＥＩＡ） 変更なし
98 ペプシノゲン基準判定 ペプシノゲン基準判定 変更なし
99 検査項目１ 検査項目１ 変更なし

100 基準判定１ 基準判定１ 変更なし
101 検査項目２ 検査項目２ 変更なし
102 基準判定２ 基準判定２ 変更なし
103 検査項目３ 検査項目３ 変更なし
104 基準判定３ 基準判定３ 変更なし
105 検査項目４ 検査項目４ 変更なし
106 基準判定４ 基準判定４ 変更なし
107 検査項目５ 検査項目５ 変更なし
108 基準判定５ 基準判定５ 変更なし
109 検査項目６ 検査項目６ 変更なし
110 基準判定６ 基準判定６ 変更なし
111 検査項目７ 検査項目７ 変更なし
112 基準判定７ 基準判定７ 変更なし
113 検査項目８ 検査項目８ 変更なし
114 基準判定８ 基準判定８ 変更なし
115 検査項目９ 検査項目９ 変更なし
116 基準判定９ 基準判定９ 変更なし
117 Ｘ線検査の区分 Ｘ線検査の区分 変更なし
118 Ｘ線撮影番号 Ｘ線撮影番号 変更なし
119 Ｘ線検査の有無 Ｘ線検査の有無 変更なし
120 心電図検査の有無 心電図検査の有無 変更なし
121 眼底検査結果 眼底検査結果 変更なし
122 血圧 血圧 変更なし
123 貧血 貧血 変更なし
124 肝疾患 肝疾患 変更なし
125 肝疾患（アルコール） 肝疾患（アルコール） 変更なし
126 糖尿病 糖尿病 変更なし
127 腎疾患 腎疾患 変更なし
128 心疾患 心疾患 変更なし
129 高脂血症 高脂血症 変更なし
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130 呼吸器疾患 呼吸器疾患 変更なし
131 高尿酸血症 高尿酸血症 変更なし
132 肥満 肥満 変更なし
133 尿蛋白 尿蛋白 変更なし
134 尿糖 尿糖 変更なし
135 尿潜血 尿潜血 変更なし
136 心電図異常 心電図異常 変更なし
137 その他疾患 その他疾患 変更なし
138 総合判定区分 総合判定区分 変更なし
139 保健指導 保健指導 変更なし
140 保健指導内容 保健指導内容 変更なし
141 栄養指導 栄養指導 変更なし
142 栄養指導内容 栄養指導内容 変更なし
143 最新来所年月日 最新来所年月日 変更なし
144 服薬（脂質） 服薬（脂質） 変更なし
145 服薬（血糖） 服薬（血糖） 変更なし
146 保健指導階層化判定結果 保健指導階層化判定結果 変更なし
147 治療状況 治療状況 変更なし
148 受診番号 受診番号 変更なし
149 受診券整理番号 - 削除
150 被保険者証等記号番号 - 削除
151 保険者番号 - 削除
152 実施機関 - 削除
153 同意欄 同意署名 修正
154 問診 問診 変更なし
155 既往歴 既往歴 変更なし
156 現病歴 現病歴 変更なし
157 自覚症状 自覚症状 変更なし
158 家族歴 家族歴 変更なし
159 身体計測 - 削除
160 血圧 - 削除
161 尿検査 - 削除
162 診察所見 - 削除
163 実施日・実施方法 受診日 修正
164 血液検査 - 削除
165 胸部X線 - 削除
166 心電図 - 削除
167 眼底検査 - 削除
168 総合判定 - 削除
169 有効期限 - 削除
170 肝炎受診歴 - 削除
171 基本チェックリスト - 削除
172 報告コード - 削除
173 医療機関番号 - 削除
174 地区コード - 削除
175 地区名称 - 削除
176 保健指導(相談)場所 - 削除
177 - 脳卒中の罹患・治療あり 追加
178 - 心臓病の罹患・治療あり 追加
179 - 腎不全の罹患・治療あり 追加
180 - 判定医師名 追加
181 - メタボリックシンドローム判定 追加
182 - ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール 追加
183 - 結果説明 追加

骨粗しょう症検診
184 受診日年齢 受診日年齢 変更なし
185 年度末年齢 年度末年齢 変更なし
186 センター区分 センター区分 変更なし
187 受診医療機関 受診医療機関 変更なし
188 実施区分 実施区分 変更なし
189 最新来所年月日 最新来所年月日 変更なし
190 実施年度 実施年度 変更なし
191 受診日 受診日 変更なし
192 検診結果判定区分 判定 修正
193 若年成人比較％（ＹＡＭ） - 削除
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194 - 測定ID 追加
195 - 身長 追加
196 - 体重 追加
197 - 測定値 追加
198 - ＡＭ値 追加
199 - ＹＭ値 追加
200 - ＢＭＩ 追加
201 - 子の名前 追加

肝炎ウイルス検診
202 データー区分 削除
203 医療機関地区番号 削除
204 医療機関番号 削除
205 受診番号 受診番号 変更なし
206 実施種別 実施種別 変更なし
207 C型肝炎ウィルス検査 肝炎検査結果 修正
208 HBｓ抗原検査 HBｓ抗原検査 変更なし
209 - ＨＢＳ抗原基準判定 追加
210 - ＨＣＶ抗体 追加
211 - ＨＣＶ抗体基準判定 追加
212 - ＨＣＶ抗原 追加
213 - ＨＣＶ抗原基準判定 追加
214 - ＨＣＶ核酸増幅 追加
215 - ＨＣＶ核酸増幅検査判定 追加
216 費用区分 - 削除
217 事業区分 - 削除
218 受診日 受診日 変更なし
219 受診日年齢                    受診日年齢                    変更なし
220 年度末年齢                    年度末年齢                    変更なし
221 センター区分 センター区分 変更なし
222 受診医療機関 受診医療機関 変更なし
223 - 自己負担徴収 追加

カルテ情報
224 カルテ番号 カルテ番号 変更なし
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