
記録項目一覧 　　　（資料３６－３）  

特定個人情報名 情報提供者機関種別 記録項目（システム改修により全項目を新たに記録）

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（肺がん検診（一
次））

市町村長

肺がん検診一次検査結果情報
 基本情報
  肺がん検診の受診年度
  肺がん検診の受診日
  肺がん検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  肺がん検診の受診医療機関
  肺がん検診の受診方法
 問診
  肺がん検診の過去の受診歴
  肺がん検診時の肺がんに係る症状の有無
  肺がん検診時の喫煙指数
 胸部エックス線検査
  肺がん検診の胸部エックス線検査判定
  肺がん検診の胸部エックス線検査所見
 喀痰検査情報
  肺がん検診の喀痰検査受診日
  肺がん検診の喀痰検査判定
  肺がん検診の喀痰検査所見
 肺がん検診結果
  肺がん検診の精密検査対象有無
  肺がん検診のその他所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（肺がん検診（精
密））

市町村長

肺がん検診精密検査結果情報
 基本情報
  肺がん検診の受診年度
  肺がん検診の精密検査受診日
  肺がん検診の精密検査受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  肺がん健診の精密検査受診医療機関名

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（乳がん検診（一
次））

市町村長

乳がん一次検査結果情報
 基本情報
  乳がん検診の受診年度
  乳がん検診の受診日
  乳がん検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  乳がん検診の受診医療機関
  乳がん検診の受診方法
 問診
  乳がん検診の過去の受診歴
  乳がん検診時の乳がんに係る症状の有無
 マンモグラフィー検査情報
  乳がん検診のマンモグラフィー検査判定
  乳がん検診のマンモグラフィー検査所見
 乳がん検診結果
  乳がん検診の精密検査対象有無
  乳がん検診のその他所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（乳がん検診（精密））

市町村長

乳がん精密検査結果情報
 基本情報
  乳がん検診の受診年度
  乳がん検診の精密検査受診日
  乳がん検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  乳がん検診の精密検査受診医療機関名
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健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（胃がん検診（一次））

市町村長

胃がん検診一次検査結果情報
 基本情報
  胃がん検診の受診年度
  胃がん検診の受診日
  胃がん検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  胃がん検診の受診医療機関
  胃がん検診の受診方法
 問診
  胃がん検診の過去の受診歴
  胃がん検診時の胃がんに係る症状の有無
 胃部エックス線検査
  胃がん検診の胃部エックス線検査検査判定
  胃がん検診の胃部エックス線検査所見
 胃内視鏡検査
  胃がん検診の胃内視鏡検査検査判定
  胃がん検診の胃内視鏡検査所見
 胃がん検診結果
  胃がん検診の精密検査の対象有無
  胃がん検診のその他所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（胃がん検診（精密））

胃がん検診精密検査結果情報
 基本情報
  胃がん検診の受診年度
  胃がん検診の精密検査受診日
  胃がん検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  胃がん検診の精密検査受診医療機関名
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健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（子宮頸がん検診（一
次））

子宮頸がん一次検査結果情報
 基本情報
  子宮頸がん検診の受診年度
  子宮頸がん検診の受診日
  子宮頸がん検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  子宮頸がん検診の受診医療機関
  子宮頸がん検診の受診方法
 問診
  子宮頸がん検診の過去の受診歴
  子宮頸がん検診時の子宮頸がんに係る症状の有無
 視診・内診
  子宮頸がん検診の視診所見有無
  子宮頸がん検診の視診所見内容
  子宮頸がん検診の内診所見有無
  子宮頸がん検診の内診所見内容
 頸部細胞診検査情報
  子宮頸がん検診の頸部細胞診検査判定
  子宮頸がん検診の頸部細胞診検査所見
 子宮頸がん検診結果
  子宮頸がん検診の精密検査の対象有無
  子宮頸がん検診のその他所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（子宮頸がん検診（精
密））

子宮頸がん精密検査結果情報
 基本情報
  子宮頸がん検診の受診年度
  子宮頸がん検診の精密検査受診日
  子宮頸がん検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  子宮頸がん検診の精密検査受診医療機関名

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（大腸がん検診（一
次））

大腸がん一次検査結果情報
 基本情報
  大腸がん検診の受診年度
  大腸がん検診の受診日
  大腸がん検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  大腸がん検診の受診医療機関
  大腸がん検診の受診方法
 問診
  大腸がん検診の過去の受診歴
  大腸がん検診時の大腸がんに係る症状の有無
 便潜血検査情報
  大腸がん検診の便潜血検査判定
  大腸がん検診の便潜血検査所見
 大腸がん検診結果
  大腸がん検診の精密検査の対象有無
  大腸がん検診のその他所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（大腸がん検診（精
密））

大腸がん精密検査結果情報
 基本情報
  大腸がん検診の受診年度
  大腸がん検診の精密検査受診日
  大腸がん検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  大腸がん検診の精密検査受診医療機関名
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健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（肝炎ウイルス検診
（一次））

肝炎ウイルス一次検査結果情報
 基本情報
  肝炎ウイルス検診の受診年度
  肝炎ウイルス検診の受診日
  肝炎ウイルス検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  肝炎ウイルス検診の受診医療機関
  肝炎ウイルス健診の受診方法
 問診
  肝炎ウイルス検診時の問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた経験の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：広範な外科的処置歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：広範な外科的処置時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：妊娠・分娩時の多量出血歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：妊娠・分娩時の多量出血の時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：定期的な肝機能検査受診の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｂ型肝炎治療歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｂ型肝炎治療時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診時期
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｃ型肝炎治療歴の有無
  肝炎ウイルス検診時の問診：Ｃ型肝炎治療時期
 Ｂ型肝炎ウイルス検査情報
  肝炎ウイルス検診のＢ型肝炎ウイルス検査判定
 Ｃ型肝炎ウイルス検査情報
  肝炎ウイルス検診のＣ型肝炎ウイルス検査判定

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（肝炎ウイルス検診
（精密））

肝炎ウイルス精密検査結果情報
 基本情報
  肝炎ウイルス検診の受診年度
  肝炎ウイルス検診の精密検査受診日
  肝炎ウイルス検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  肝炎ウイルス検診の精密検査受診医療機関名
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歯周疾患一次検査結果情報
 基本情報
  歯周疾患検診の受診年度
  歯周疾患検診の受診日
  歯周疾患検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  歯周疾患検診の受診医療機関
  歯周疾患検診の受診方法
 問診
  歯周疾患検診の問診：１日での歯をみがく頻度
  歯周疾患検診の問診：歯間ブラシやフロスの使用頻度
  歯周疾患検診の問診：過去１年間の歯科検診の受診の有無
  歯周疾患検診の問診：喫煙歴
  歯周疾患検診の問診：喫煙を開始した年齢
  歯周疾患検診の問診：喫煙を止めた年齢
  歯周疾患検診の問診：１日の平均喫煙本数
  歯周疾患検診の問診：糖尿病罹患の有無
  歯周疾患検診の問診：関節リウマチ罹患の有無
  歯周疾患検診の問診：狭心症・心筋梗塞・脳梗塞罹患の有無
  歯周疾患検診の問診：内臓脂肪型肥満の有無
  歯周疾患検診の問診：妊娠の有無
  歯周疾患検診の問診：その他全身の状態

歯周疾患検査
  歯周疾患検診の健全歯数
  歯周疾患検診の未処置歯数
  歯周疾患検診の処置歯数
  歯周疾患検診の喪失歯数
  歯周疾患検診の要補綴歯数
  歯周疾患検診の欠損補綴歯数
  歯周疾患検診の現在歯数
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（１７または１６）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（１１）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（２６または２７）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（４７または４６）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（３１）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（３６または３７）
  歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（最大値）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（１７または１６）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（１１）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（２６または２７）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（４７または４６）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（３１）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（３６または３７）
  歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（最大値）
  歯周疾患検診の歯石の付着
  歯周疾患検診の口腔清掃状態
  歯周疾患検診の歯列咬合所見
  歯周疾患検診の顎関節所見
  歯周疾患検診の粘膜所見
  歯周疾患検診のその他所見
 歯周疾患検診の結果
  歯周疾患検診の判定区分

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（歯周疾患検診（精
密））

歯周疾患検診精密検査結果情報
 基本情報
  歯周疾患検診の受診年度
  歯周疾患検診の精密検査受診日
  歯周疾患検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  歯周疾患検診の精密検査受診医療機関名
 精密検査情報
  歯周疾患検診の精密検査結果
  歯周疾患検診の精密検査所見

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（歯周疾患検診（一
次））
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骨粗鬆症検診一次検査結果情報
 基本情報
  骨粗鬆症検診の受診年度
  骨粗鬆症検診の受診日
  骨粗鬆症検診の受診時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
  骨粗鬆症検診の受診医療機関
  骨粗鬆症検診の受診方法
 問診
  骨粗鬆症検診の問診：過去の検査判定
  骨粗鬆症検診の問診：過去の精密検査の対象有無
  骨粗鬆症検診の問診：現在の体重
  骨粗鬆症検診の問診：現在の身長
  骨粗鬆症検診の問診：骨折の既往歴
  骨粗鬆症検診の問診：過去の骨折の部位
  骨粗鬆症検診の問診：大腿骨近位部骨折の家族歴
  骨粗鬆症検診の問診：喫煙習慣
  骨粗鬆症検診の問診：飲酒量
  骨粗鬆症検診の問診：ステロイド内服
  骨粗鬆症検診の問診：関節リウマチ罹患
  骨粗鬆症検診の問診：その他の既往歴
  骨粗鬆症検診の問診：活動量（運動頻度）
  骨粗鬆症検診の問診：月経の有無
  骨粗鬆症検診の問診：閉経の理由
  骨粗鬆症検診の問診：閉経年齢
  骨粗鬆症検診の問診：その他問診事項
ＤＸＡ検査
  骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査骨量値
  骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査測定部位
  骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査判定
  骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査所見
 エックス線検査
  骨粗鬆症検診のエックス線検査骨量値
  骨粗鬆症検診のエックス線検査測定部位
  骨粗鬆症検診のエックス線検査判定
  骨粗鬆症検診のエックス線検査所見
 ＣＴ検査
  骨粗鬆症検診のＣＴ検査骨量値
  骨粗鬆症検診のＣＴ検査測定部位
  骨粗鬆症検診のＣＴ検査判定
  骨粗鬆症検診のＣＴ検査所見
 超音波検査
  骨粗鬆症検診の超音波検査骨量値
  骨粗鬆症検診の超音波検査測定部位
  骨粗鬆症検診の超音波検査判定
  骨粗鬆症検診の超音波検査所見
 骨粗鬆症検診結果
  骨粗鬆症検診の判定

健康増進法による健康増進事業の実
施に関する情報（骨粗鬆症検診（精
密））

骨粗鬆症精密検査結果情報
 基本情報
  骨粗鬆症検診の受診年度
  骨粗鬆症検診の精密検査受診日
  骨粗鬆症検診の精密検査時年齢
  保険者番号
  被保険者記号
  被保険者番号
  枝番
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