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項番 大分類 中分類 ＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角 標準用語一覧 標準単位 属性 格納例 長さ 格納形式＊ 入力下限参考値 入力上限参考値 結果値相関チェック式 記述方法等
1 健診履歴情報 健診履歴情報 健診実施年月日 日付 20161104 8 yyyymmdd
2 健診実施機関番号

文字列
10 健診実施機関の支払基金登録特定健診実施機関番号を設定する。機関登録していな

い健診実施機関は、「5521111111」（保険者による健診実施機関）、或いは
「6631111116」（その他）を設定する。

3 健診実施機関名称 文字列 健康管理センター 64
4 健診管理用受診者ＩＤ１ 文字列 A12345-1 11 健診実施機関における、受診者を特定するための独自ID。
5 健診管理用受診者ＩＤ２ 文字列 12345678912 32 健診実施機関における、受診者を特定するための独自ID。（2種類まで登録可能）
6 健診分類・種別 用語表100健診分類区分 文字列 事業者健診 32
7 特定健診・特殊健診の同時実施 用語表100健診分類区分 文字列 特定健診同時実施 32 上記健診分類に「特定健診」あるいは「特殊健診」を同時に実施した場合に選択
8 健診コース名称 文字列 生活習慣病健診Ａ 32 健診実施機関独自コース名称
9 受診者属性情報 受診者基本情報 カナ氏名 文字列 ケンコウ　タロウ 32 カタカナ 姓名の間に全角空白1文字。
10 漢字氏名 文字列 健康　太郎 32 姓名の間に全角空白1文字。
11 英字氏名 文字列 taro kenkou 32
12 生年月日 日付 19800123 8 yyyymmdd
13 受診時年齢 数字 44 3 ##0 健診受診日と生年月日から自動算出、年度内年齢とは違う
14 性別 用語表101性別 文字列 男 32
15 居住地郵便番号 文字列 123-4567 8 前０左詰め
16 住所 文字列 千代田区霞が関1-1-1 64
17 医療保険等関連情報 保険者番号 文字列 01130012 8 8桁固定長。先頭に0をつけて8桁とする。
18 被保険者証等記号 文字列 21700023 32 途中空白は含めない。
19 被保険者証等番号 文字列 21 32 途中空白は含めない。
20 資格区分 用語表102保険資格区分 文字列 強制被保険者 32
21 枝番

文字列
02 4 保険証番号に’ー02’で報告される場合があるが、右から2桁を枝番として独立させ

る。
22 所属情報 健診実施主体名称 文字列 健康一般財団 64
23 勤務地郵便番号 文字列 123-4567 8 999-9999
24 所属名称 文字列 64
25 受診券管理番号 文字列 X-123456 64 当事者間で合意して記述する
26 業種 用語表110産業分類 文字列 製造業 32
27 職種 用語表111職業分類 文字列 販売従事者 32
28 システム管理情報 オプトアウトコード 用語表119オプトアウト 文字列 32 オプトアウトコード(協会けんぽ対応）
29 検体検査委託先コード 文字列 32 検体検査委託先コード（同一施設が複数検査機関と契約する場合に利用）
30 個別医療機関コード 文字列 32
31 健診実施主体・送付先団体コード 文字列 32 事務局利用：代行機関等を含む、健診結果データ送付先機関コード
32 健診標準フォーマットバージョン情報 文字列 “ver*.* yyyymmdd” 32 事務局利用：健診標準フォーマットバージョン情報
33 送付先団体受診者管理コード 文字列 32 事務局利用：送付先管理コード（送付先が管理する受診者管理番号）
34 標準変換ツール認証コード 文字列 32 事務局利用：標準変換ツール認証コード
35 健診結果補足情報 特定健診管理項目 特定健診・受診券整理番号 文字列 11
36 特定保健指導・利用券整理番号 文字列 11
37 特定健診・受診券有効期限 日付 20191101 8 yyyymmdd
38 特定健診検査実施理由等 貧血検査の実施理由 文字列 医師の判断 32 健診機関で登録した文字列をそのまま登録
39 血清クレアチニンの詳細対象者 用語表912詳細健診対象者 文字列 32
40 血清クレアチニンの実施理由 文字列 医師の判断 32 健診機関で登録した文字列をそのまま登録
41 心電図検査の詳細対象者 用語表912詳細健診対象者 文字列 32
42 心電図検査の実施理由 文字列 医師の判断 32 健診機関で登録した文字列をそのまま登録
43 眼底検査の詳細対象者 用語表912詳細健診対象者 文字列 32
44 眼底検査の実施理由 文字列 前回健診結果による 32 健診機関で登録した文字列をそのまま登録
45 労基署集計有所見フラグ 聴力１０００Ｈｚ有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
46 聴力４０００Ｈｚ有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
47 聴力会話法有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
48 胸部有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
49 喀痰検査有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
50 血圧有所見フラグ 文字列 1 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
51 貧血有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
52 肝機能検査有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
53 脂質検査有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
54 血糖検査有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
55 尿糖検査有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
56 尿蛋白検査有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
57 心電図有所見フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
58 有所見者フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
59 医師の指示フラグ 文字列 0 1 null  or  0（所見なし）  or 1 （所見あり）or ?
60 身体計測 身体計測 身長 cm 数字 175.5 5 ##0.0 100 250
61 体重 kg 数字 75.3 5 ##0.0 20 200
62 実施区分・身体計測 用語表910実施区分 文字列 測定不能 32
63 ＢＭＩ

kg/m*2 数字
25.1 5 ##0.0 5 100 BMI=体重(kg)/身長（m）/身長(m）

±2.0
体重と身長より算出

64 体脂肪率 % 数字 23.5 5 ##0.0
65 腹囲

cm 数字
84.5 5 ##0.0 40 150 結果値相関：腹囲結果値＞BMI結果

値
66 腹囲測定法 用語表120腹囲測定法 文字列 実測 32
67 実施区分・内臓脂肪面積 用語表910実施区分 文字列 妊娠中 32
68 内臓脂肪面積 cm*2 数字 34.2 5 ##0.0
69 聴力検査 聴力検査 実施区分・聴力 用語表910実施区分 文字列 検査中止 32
70 聴力検査方法 用語表125聴力検査測定法 文字列 会話法 32
71 聴力所見区分１０００Ｈｚ・右 用語表130所見区分（聴力所見

区分）
文字列

異常所見なし 32

72 聴力所見区分４０００Ｈｚ・右 用語表130所見区分（聴力所見
区分）

文字列
異常所見なし 32

73 聴力所見区分１０００Ｈｚ・左 用語表130所見区分（聴力所見
区分）

文字列
異常所見なし 32

74 聴力所見区分４０００Ｈｚ・左 用語表130所見区分（聴力所見
区分）

文字列
異常所見なし 32

75 聴力所見区分・右 用語表130所見区分（聴力所見
区分）

文字列
異常所見なし 32

76 聴力所見区分・左 用語表130所見区分（聴力所見
区分）

文字列
異常所見あり 32

77 聴力１０００Ｈｚ・右 dB 数字、↑↓ -5 3　↓ ##0 -30 120
78 聴力４０００Ｈｚ・右 dB 数字、↑↓ 5 3　↓ ##0 -30 120
79 聴力１０００Ｈｚ・左 dB 数字、↑↓ 10 3　↓ ##0 -30 120
80 聴力４０００Ｈｚ・左 dB 数字、↑↓ -5 3　↓ ##0 -30 120
81 聴力所見区分・会話法等 用語表130所見区分（聴力所見

区分）
文字列

所見なし 32

82 眼科的検査 視力測定 実施区分・視力 用語表910実施区分 文字列 失明 32
83 視力矯正区分 用語表121視力矯正区分 文字列 眼鏡等 32
84 視力５ｍ裸眼・右

数字、↑↓
0.00 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 結果値相関：遠裸右≦遠矯右 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
85 視力５ｍ裸眼・左

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 結果値相関：遠裸左≦遠矯左 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
86 視力５ｍ裸眼・両

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
87 視力５ｍ矯正・右

数字、↑↓
0.00 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
88 視力５ｍ矯正・左

数字、↑↓
1.2 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
89 視力５ｍ矯正・両

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
90 近見視力測定距離 用語表122近見視力測定距離 文字列 30cm 32
91 視力近見裸眼・右

数字、↑↓
0.00 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
92 視力近見裸眼・左

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
93 視力近見裸眼・両

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
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項番 大分類 中分類 ＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角 標準用語一覧 標準単位 属性 格納例 長さ 格納形式＊ 入力下限参考値 入力上限参考値 結果値相関チェック式 記述方法等
94 視力近見矯正・右

数字、↑↓
0.00 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
95 視力近見矯正・左

数字、↑↓
1.2 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
96 視力近見矯正・両

数字、↑↓
1.0 4　↓ 0.0# 0.00 2.0 注：以上以下などの用語が追加されている場合には↑↓で統一する、ただし、基幹シ

ステムには数値のみで登録できるものとする
97 色覚 色覚・所見 用語表123色覚所見 文字列 色覚異常 32
98 眼底所見 眼底・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

99 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・右 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
（Sｃheie）０正常 32

100 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・左 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
（Sｃheie）１度 32

101 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
32 左右別なし

102 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・右 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
（Sｃheie）０正常 32

103 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・左 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
（Sｃheie）１度 32

104 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ 用語表230眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ
分類

文字列
32 左右別なし

105 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ・右 用語表230眼底所見・Ｋｅｉｔｈ‐
Ｗａｇｎｅｒ分類

文字列
ＫＷ１群 32

106 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ・左 用語表230眼底所見・Ｋｅｉｔｈ‐
Ｗａｇｎｅｒ分類

文字列
32

107 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ 用語表230眼底所見・Ｋｅｉｔｈ‐
Ｗａｇｎｅｒ分類

文字列
32 左右別なし

108 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・右 用語表230眼底所見・Ｗｏｎｇ‐
Ｍｉｔｃｈｅｌｌ分類

文字列
所見なし 32

109 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・左 用語表230眼底所見・Ｗｏｎｇ‐
Ｍｉｔｃｈｅｌｌ分類

文字列
32

110 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ 用語表230眼底所見・Ｗｏｎｇ‐
Ｍｉｔｃｈｅｌｌ分類

文字列
32 左右別なし

111 眼底Ｓｃｏｔｔ・右 用語表230眼底所見・Ｓｃｏｔｔ分
類

文字列
（Scott）Ⅰa期 32

112 眼底Ｓｃｏｔｔ・左 用語表230眼底所見・Ｓｃｏｔｔ分
類

文字列
32

113 眼底Ｓｃｏｔｔ 用語表230眼底所見・Ｓｃｏｔｔ分
類

文字列
32 左右別なし

114 眼底改変Ｄａｖｉｓ・右 用語表230眼底所見・改変Ｄａｖ
ｉｓ分類

文字列
単純網膜症 32

115 眼底改変Ｄａｖｉｓ・左 用語表230眼底所見・改変Ｄａｖ
ｉｓ分類

文字列
32

116 眼底改変Ｄａｖｉｓ 用語表230眼底所見・改変Ｄａｖ
ｉｓ分類

文字列
32 左右別なし

117 眼底所見・右 用語表231眼底所見・その他所
見

文字列
256 ”標準所見”が複数ある場合には複数回”、”で連結する

118 眼底所見・左 用語表231眼底所見・その他所
見

文字列
256 ”標準所見”が複数ある場合には複数回”、”で連結する

119 眼底所見 用語表231眼底所見・その他所
見

文字列
黄斑変性 256 左右別なし、”標準所見”が複数ある場合には複数回”、”で連結する

120 眼圧測定 眼圧・右 mmHg 数字 15 5 ##0.0 5 50
121 眼圧・左 mmHg 数字 13 5 ##0.0 5 50
122 循環器検査 血圧測定 血圧収縮期・１回目

mmHg 数字
135 3 ##0 50 250 結果値相関：

収縮期結果値＞拡張期結果値
123 血圧収縮期・２回目

mmHg 数字
132 3 ##0 50 250 結果値相関：

収縮期結果値＞拡張期結果値
124 血圧収縮期・その他

mmHg 数字
132 3 ##0 50 250 結果値相関：

収縮期結果値＞拡張期結果値
基本的に2回計測した場合、平均値は切り上げで登録する。なお、1回だけの計測の
場合もここに格納する。

125 血圧拡張期・１回目
mmHg 数字

95 3 ##0 20 150 結果値相関：
収縮期結果値＞拡張期結果値

126 血圧拡張期・２回目
mmHg 数字

94 3 ##0 20 150 結果値相関：
収縮期結果値＞拡張期結果値

127 血圧拡張期・その他
mmHg 数字

94 3 ##0 20 150 結果値相関：
収縮期結果値＞拡張期結果値

基本的に2回計測した場合、平均値は切り上げで登録する。なお、1回だけの計測の
場合もここに格納する。

128 脈拍数 bpm 数字 60 3 ##0 30 130
129 降圧薬の当日服用の有無 用語表124当日服用の有無 文字列 服薬 32
130 心電図安静時 安静時心電図検査法 用語表200画像検査法 文字列 心電図安静時 32
131 安静時心電図・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

132 安静時心電図・所見 用語表220心電図所見 文字列 256 ”標準所見”が複数ある場合には複数回”、”で連結する
133 安静時心拍数 数字 80 3 ##0
134 心電図負荷時 負荷心電図検査法 用語表200画像検査法 文字列 心電図負荷時（トレッドミル法） 32
135 負荷心電図・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

136 負荷心電図・所見 用語表220心電図所見 文字列 256 ”標準所見”が複数ある場合には複数回”、”で連結する
137 心臓超音波検査 心臓・超音波・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

138 心臓・超音波・部位・所見 用語表223心臓超音波検査所
見

文字列
僧房弁逆流 256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
139 頸動脈超音波検査 頸動脈・超音波・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

140 頸動脈・超音波・部位・所見
文字列

左狭窄 256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

141 動脈硬化検査 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・右 数字 0.2 4 0.0# 0.3 2.0
142 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・左 数字 0.5 4 0.0# 0.3 2.0
143 脈波伝播速度・ＰＷＶ・右 cm/sec 数字 1500 4 ###0 900 2000
144 脈波伝播速度・ＰＷＶ・左 cm/sec 数字 1020 4 ###0 900 2000
145 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・右 数字 7.2 4 #0.0
146 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・左 数字 5.6 4 #0.0
147 呼吸器検査 胸部画像所見 胸部・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

148 胸部・Ｘ線検査法 用語表200画像検査法 文字列 Ｘ線直接照射 32
149 胸部・Ｘ線検査・部位・所見 用語表210胸部部位、用語表

211胸部所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

150 胸部・ＣＴ検査・部位・所見 用語表210胸部部位、用語表
211胸部所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
151 胸部・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
152 胸部・部位・所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
153 心胸比 % 数字 45.6 4 30 130
154 肺機能検査 肺活量・ＶＣ L 数字 5.43 5 #0.00 0.300 7.000
155 努力性肺活量・ＦＶＣ L 数字 4.32 5 #0.00 0.300 7.000
156 予測肺活量 L 数字 4.12 5 #0.00 0.300 7.000
157 ％肺活量・％ＶＣ % 数字 80.2 5 ##0.0
158 １秒量・ＦＥＶ１．０ L 数字 3.21 5 #0.00 0.300 7.000
159 予測１秒量 L 数字 3.21 5 #0.00 0.300 7.000
160 １秒率・ＦＥＶ１．０％ % 数字 78.9 4 #0.0 10 100.0
161 ％１秒量・％ＦＥＶ１．０ % 数字 89.0 4 #0.0 10 100
162 肺機能障害分類 用語表126肺機能障害分類 文字列 閉塞性換気障害 32
163 検体検査 喀痰検査 喀痰細胞診結果クラス分類 用語表150喀痰細胞診（クラス

分類）
文字列

クラスⅠ 32

164 喀痰細胞診所見肺がん学会区分 用語表150喀痰細胞診（肺癌学
会区分）

文字列
B 32

165 喀痰検査・喀痰細胞診・所見 文字列 正常上皮細胞のみ 32
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166 喀痰検査・抗酸菌塗抹検査 用語表151喀痰抗酸菌塗抹検

査区分
文字列

ガフキー０号 32

167 喀痰検査・一般細菌塗抹検査 文字列 ”グラム陰性桿菌多数” 32
168 尿一般検査 実施区分・尿検査 用語表910実施区分 文字列 生理中 32
169 尿糖・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （１＋） 32
170 尿蛋白・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （２＋） 32
171 尿潜血・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （１＋） 32
172 尿ウロビリノーゲン・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （２＋） 32
173 尿ビリルビン・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （１＋） 32
174 尿中ケトン・定性半定量 用語表135半定量区分 文字列 （２＋） 32
175 尿糖・定量 g/dL 数字 0.3 5 #0.00
176 尿蛋白・定量 mg/dL 数字 15 4 ###0
177 尿ビリルビン・定量 U/L 数字 100 4 ###0
178 尿中アミラーゼ・定量 U/L 数字 4 ###0
179 尿中アルブミン・定量 mg/L 数字 4 ###0
180 尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数 mg/gCRE 数字 5 ####0.0
181 尿中アルブミン１日量 mg/day 数字 5 ####0.0
182 尿ｐＨ 数字 6.2 4 #0.0 3.0 9.0
183 尿ｐＨ区分 用語表136尿ＰＨ区分 文字列 弱酸性 32
184 尿比重 数字、↑↓ 1.010 5　↓ 0.000 0.600 1.500
185 尿沈渣 尿沈渣・赤血球 用語表137尿沈渣結果 文字列 5～9 個／HPF 32
186 尿沈渣・白血球 用語表137尿沈渣結果 文字列 1 個未満／HPF 32
187 尿沈渣・扁平上皮 用語表137尿沈渣結果 文字列 1 個未満／HPF 32
188 尿沈渣・顆粒円柱 用語表137尿沈渣結果 文字列 5-9/WF 32
189 尿沈渣・硝子円柱 用語表137尿沈渣結果 文字列 1-4/WF 32
190 尿沈渣・上皮円柱 用語表137尿沈渣結果 文字列 1/MF 32
191 尿沈渣・細菌 用語表137尿沈渣結果 文字列 － 32
192 尿沈渣・項目名と結果 文字列 ”原虫、１－/WF” 256 ”項目名・結果”とし、複数ある場合には”、”で連結する
193 便検査 便潜血定量・１回目 ng/mL 数字、↑↓ 150 5　↓ ###0
194 便潜血定量・２回目 ng/mL 数字、↑↓ 150 5　↓ ###0
195 便潜血定性・１回目 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
196 便潜血定性・２回目 用語表130所見区分（判定） 文字列 陰性 32
197 便虫卵等所見 文字列 虫卵陰性 32
198 血液検査付帯情報 血液検体状態 用語表930検体情報 文字列 破損 32
199 生化学検体状態 用語表930検体情報 文字列 乳び 32
200 食後経過時間区分 用語表920食後経過時間区分 文字列 空腹時 32
201 食後経過時間 minute 数字 600 3 ##0
202 血液型 血液型・ＡＢＯ式 用語表140血液型区分（ＡＢＯ） 文字列 Ａ型 32
203 血液型・Ｒｈ式 用語表140血液型区分（ＲＨ） 文字列 RH+ 32
204 血液一般 血液一般・赤血球数 10*4/μL 数字 330 3 ##0 200 760
205 血液一般・血色素量・ヘモグロビン g/dL 数字 13.7 4 ＃0.0 3.0 25.0
206 血液一般・白血球数 /μL 数字 4350 7 ####0 1000 20000
207 血液一般・ヘマクリット

% 数字
40.7 4 ＃0.0 5 70 ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ＝赤血球×MCV/1000　±5

208 血液一般・血小板数 10*4/μL 数字 15.8 4 ＃0.0 2.0 80.0
209 血液一般・ＭＣＶ

fL 数字
83.6 5 ＃00.0 結果値相関：MCV=ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ/赤血球

×1000　±10
210 血液一般・ＭＣＨ

pg 数字
27.5 4 ＃0.0 結果値相関：MCH=ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ/赤血球

×1000　±10
211 血液一般・ＭＣＨＣ

% 数字
31.7 4 ＃0.0 結果値相関：MCHC=ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ/ﾍﾏﾄｸ

ﾘｯﾄ　±10
212 血液白血球像 白血球像・好中球・Ｎｅｕｔｒｏ

% 数字

4 ＃0.0 10 90 96≦
[212]+[215]+[216]+[217]+[
218]+[219]+[220]+[221]≦
101

213 白血球像・桿状核球・Ｓｔａｂ

% 数字

4 ＃0.0 0 30 96≦
[212]+[215]+[216]+[217]+[
218]+[219]+[220]+[221]≦
101

214 白血球像・分葉核球・Ｓｅｇ % 数字 4 ＃0.0 10 90
215 白血球像・リンパ球・Ｌｙｍｐｈｏ % 数字 4 ＃0.0 5 80
216 白血球像・単球・Ｍｏｎｏ % 数字 4 ＃0.0 0 25
217 白血球像・好酸球・Ｅｏｓｉｎｏ % 数字 4 ＃0.0 0 25
218 白血球像・好塩基球・Ｂａｓｏ % 数字 4 ＃0.0 0 10
219 白血球像・異型リンパ球 % 数字 4 ＃0.0
220 白血球像・骨髄球 % 数字 4 ＃0.0
221 白血球像・後骨髄球 % 数字 4 ＃0.0
222 白血球像・その他 文字列 256
223 血沈１時間 mm 数字 3 ##0
224 血沈２時間 mm 数字 3 ##0
225 予備項目 ２２５予備 32
226 ２２６予備 32
227 ２２７予備 32
228 ２２８予備 32
229 ２２９予備 32
230 生化学的検査 ＡＳＴ・ＧＯＴ U/L 数字 15 4 ###0 0 700
231 ＡＬＴ・ＧＰＴ U/L 数字 15 4 ###0 0 700
232 γ‐ＧＴ U/L 数字 15 4 ###0 0 1600
233 ＡＬＰ・ＪＳＣＣ U/L 数字 100 4 ###0 50 900
234 ＬＤ・ＬＤＨ U/L 数字 120 4 ###0 50 600
235 ＬＡＰ U/L 数字 45 4 ###0
236 コリンエステラーゼ U/L 数字 234 4 ###0
237 ＣＰＫ U/L 数字 60 4 ###0
238 血清アミラーゼ U/L 数字 19 4 ###0 10 300
239 膵型アミラーゼ U/L 数字 40 4 ###0
240 リパーゼ U/L 数字 5 4 ###0
241 総蛋白 g/dL 数字 6.6 4 ＃0.0 2.0 20.0
242 アルブミン

g/dL 数字
4.1 4 ＃0.0 1.0 20.0 血清・Ａ／Ｇ * 総蛋白 / (1 + 血清・Ａ

／Ｇ)-アルブミン<0.5
243 血清・Ａ／Ｇ

数字
1.32 5 ＃0.00 0.5 3.0 アルブミン / (総蛋白 - アルブミン)-

血清・Ａ／Ｇ<0.2
244 蛋白分画・アルブミン

% 数字
69.2 4 ＃0.0 30.0 80.0 結果値相関：

（244+245+246+247+249）
≦100

245 蛋白分画・α１グロブリン % 数字 2.2 4 ＃0.0 0.5 5.0
246 蛋白分画・α２グロブリン % 数字 3.3 4 ＃0.0 2.0 25.0
247 蛋白分画・βグロブリン % 数字 7.2 4 ＃0.0 3.0 25.0
248 蛋白分画・γグロブリン % 数字 10.1 4 ＃0.0 5.0 40.5
249 蛋白分画・Ａ／Ｇ 数字 1.32 5 ＃0.00 0.5 3.0
250 総ビリルビン mg/dL 数字 0.4 3 0.0 0.0 5.0
251 直接ビリルビン mg/dL 数字 0.1 3 0.0 D-Bil＜T-Bil
252 総コレステロール mg/dL 数字 150 4 ###0 80 500 結果値相関：T-CHOL＞HDL-C
253 ＨＤＬコレステロール mg/dL 数字 75 3 ##0 0 200 HDL-LDL＝（＜40）
254 ＬＤＬコレステロール mg/dL 数字 100 3 ##0 10 400 結果値相関：T-CHOL＞LDL-C
255 ＬＤＬコレステロール・Ｆｒｉｅｄｅｗａｌｄ式

mg/dL 数字
4 ###0 10 400 結果値相関：LDL-F=T-Chol-

(TG/5+HDL-C)
256 ｎｏｎ‐ＨＤＬコレステロール mg/dL 数字 4 ###0
257 中性脂肪 mg/dL 数字 120 5 ####0 0 3000
258 βリポ蛋白 mg/dL 数字 300 4 ###0
259 空腹時血糖 mg/dL 数字 79 3 ##0 30 500
260 随時血糖 mg/dL 数字 79 3 ##0 30 500
261 ＨｂＡ１ｃ・ＮＧＳＰ % 数字 4.6 4 #0.0 2.0 20.0
262 血糖・０分 mg/dL 数字 79 3 ##0
263 血糖・３０分 mg/dL 数字 79 3 ##0
264 血糖・６０分 mg/dL 数字 79 3 ##0
265 血糖・１２０分 mg/dL 数字 79 3 ##0

©日本医学健康管理評価協議会 3/98



KMATver3.2_20211001.xlsx レコード仕様書＿ver3.2 2021/10/20

項番 大分類 中分類 ＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角 標準用語一覧 標準単位 属性 格納例 長さ 格納形式＊ 入力下限参考値 入力上限参考値 結果値相関チェック式 記述方法等
266 尿糖・０分・定量 mg/dL 数字 20 3 ##0
267 尿糖・３０分・定量 mg/dL 数字 20 3 ##0
268 尿糖・６０分・定量 mg/dL 数字 20 3 ##0
269 尿糖・１２０分・定量 mg/dL 数字 20 3 ##0
270 インスリン分泌指数・空腹時インスリン値（ＩＲＩ） 数字 0.2 4 #0.0
271 インスリン抵抗性・ＨＯＭＡ‐Ｒ 数字 3.0 4 #0.0
272 血清・クレアチニン mg/dL 数字 0.61 5 #0.00 0.1 16.0
273 尿素窒素・ＢＵＮ mg/dL 数字 8.1 4 #0.0 1 80
274 糸球体濾過量・ｅＧＦＲ mL/min/1.7

3m*2
数字

52.7 4 ＃0.0 2.0 300.0

275 血清・尿酸 mg/dL 数字 3.8 4 ＃0.0 0.0 20.0
276 血清・ナトリウム mEq/L 数字 137 3 ##0 90 250
277 血清・カリウム mEq/L 数字 3.5 4 ＃0.0 2.0
278 血清・クロール mEq/L 数字 98 3 ##0 50 150
279 血清・カルシウム mg/dL 数字 8.4 4 ＃0.0 4.0 25.0
280 血清・マグネシウム mg/dL 数字 1.9 4 ＃0.0 0.5 5.0
281 血清・無機リン mg/dL 数字 2.5 4 ＃0.0 1.0 15.0
282 血清・鉄 μg/dL 数字 50 3 ##0 10 350
283 血清・フェリチン ng/mL 数字 18.6 5 ##0.0 0 500
284 総鉄結合能・ＴＩＢＣ μg/dL 数字 270 3 ##0
285 不飽和鉄結合能・ＵＩＢＣ μg/dL 数字 140 3 ##0
286 生化学検査その他 ＣＲＰ定量・ＬＡ法 mg/dL 数字、↑↓ 0.15 5　↓ #0.00 0.0 20.0 ”↓”は未満などのときに使用する。
287 ＣＲＰ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
288 高感度ＣＲＰ・ＬＡネフェロメトリー法 mg/L 数字 0.14 5 #0.00 0.00 2.00
289 リウマチ因子・ＲＦ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
290 リウマチ因子・ＲＦ定量 IU/mL 数字、↑↓ 15 5　↓ ##0
291 ＡＳＯ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
292 ＡＳＯ定量 IU/mL 数字 200 3 ##0
293 ＢＮＰ・脳性ナトリウム利尿ポリペプチド mg/dL 数字 10.4 5 #00.0
294 ＨＢｓ抗原定量 IU/mL 数字、↑↓ 0.05 7　↓ 0.00
295 ＨＢｓ抗原定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
296 ＨＢｓ抗体定量 mIU/mL 数字、↑↓ 10 7　↓ ＃0.0
297 ＨＢｓ抗体定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
298 ＨＣＶ抗体定量 IU/mL 数字、↑↓ 0.05 7　↓ 0.00
299 ＨＣＶ抗体定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
300 ＨＣＶ抗原定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
301 ＨＣＶ・ＲＮＡ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
302 Ｃ型肝炎判定 用語表145力価区分 文字列 低力価 32
303 Ｃ型肝炎ウイルス検診判定 用語表146肝炎ウイルス検診判

定
文字列

現在､C型肝炎ウイルスに感染している可
能性が高い

32

304 ＴＰＨＡ法定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
305 ＲＰＲ法定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
306 ガラス板法定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
307 ＦＴＡ‐ＡＢＳ法定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
308 ＡＦＰ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
309 ＡＦＰ定量 ng/mL 数字、↑↓ 9.2 7↓ ＃0.0 0 50
310 ＣＥＡ ng/mL 数字、↑↓ 5.2 7↓ ＃0.0 0.0 100.0
311 ＣＡ１９‐９ U/mL 数字、↑↓ 26.1 7↓ ##0.0 0 120 ”↓”は未満などのときに使用する。
312 ＣＡ１２５ U/mL 数字、↑↓ 26.1 7↓ ##0.0 0 120
313 ＣＡ１５‐３ U/mL 数字、↑↓ 26.1 7↓ ##0.0
314 ＰＡ・ＰＳＡ ng/mL 数字、↑↓ 2.11 7↓ ＃0.00 0.00 20.00
315 シフラＣＹＦＲＡ ng/mL 数字、↑↓ 1.5 7↓ ＃0.0 0.0 10.0 シフラ
316 ＳＣＣ ng/mL 数字、↑↓ 0.9 7↓ ＃0.0
317 ＮＳＥ・神経特異エノラーゼ ng/mL 数字、↑↓ 12.3 7↓ ##0.0 神経特異エノラーゼ
318 ＰｒｏＧＲＰ・ガストリン放出ペプチド前駆体 pg/mL 数字、↑↓ 42.1 7↓ ##0.0 ガストリン放出ペプチド前駆体
319 ＰＩＶＫＡ‐２ mAU/mL 数字、↑↓ 12.5 7↓ ##0.0
320 ＳＬＸ U/mL 数字、↑↓ 5 7↓ ##0.0
321 アミノインデックス

文字列
検査区分　ランクA～c　、0.0～4.9(A)、
5.0～7.9(B)　8.0～10.0（C)

32 「種別」、「結果値」、「ランク」を”、”で結合する

322 アディポネクチン mg/L 数字 5 6 ##0.0
323 ＺＴＴ U 数字 4 ###0 0 30
324 ＴＴＴ U 数字 4 ###0 0 10
325 ＮＴ‐ｐｒｏＢＮＰ pg/ｍＬ 数字 5
326 ＡＬＰ・ＩＦＣＣ U/L 数字 50 4 ###0 0 500 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200318G0010.pdf
327 シスタチンＣ mg/L 数字 5 ###0
328 ＰＡ・ＰＳＡ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
329 ３２９予備
330 甲状腺所見 血液検査 甲状腺刺激ホルモン検査・ＴＳＨ mIU/L 数字 0.41 5 #0.00
331 遊離サイロキシン検査・ＦＴ４ mIU/L 数字 2.1 5 ＃0.0
332 遊離トリヨードサイロニン検査・ＦＴ３ mIU/L 数字 1.5 5 ＃0.0
333 甲状腺画像検査 甲状腺・超音波・部位・所見 用語表260腹部部位、用語表

261腹部所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

334 甲状腺・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
335 甲状腺・部位・所見 用語表260腹部部位、用語表

261腹部所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

336 骨粗鬆症 骨粗鬆症 Ｚ‐Ｓｃｏｒｅ 数字 1.2 4 #0.0
337 Ｔ‐Ｓｃｏｒｅ 数字 -0.9 4 #0.0
338 若年成人平均値値比ＹＡＭ % 数字 76 5 ##0.0
339 同性同年齢平均値値比ＡＧＥ % 数字 82 5 ##0.0
340 骨密度 g/cm*2 数字 1.118 6 #0.000
341 骨密度測定法等 用語表144骨密度検査方法 文字列 ＤＥＸＡ法 32 検査法と部位を組み合わせる
342 消化管検査 上部消化管所見 上部消化管・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 Ｘ線直接撮影 32
343 上部消化管検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

344 上部消化管・部位・所見 用語表240上部消化管部位、用
語表241上部消化管所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
345 上部消化管・生検・部位・所見 用語表240上部消化管部位、用

語表241上部消化管所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

346 生化学検査その他 ペプシノゲン１・ＰＧ１ ng/mL 数字 50 2 ＃0 0 600
347 ペプシノゲン２・ＰＧ２ ng/mL 数字 22 2 ＃0 1 100
348 ペプシノゲン１／２ 数字 2.1 4 ＃0.0 0.1 40.0
349 ペプシノゲン定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
350 血清抗ヘリコバクター・ピロリ抗体定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
351 血清抗ヘリコバクター・ピロリＩｇＧ抗体 U/mL 数字、↑↓ 15 3↓ ##0 0 200
352 尿抗ヘリコバクターピロリ抗体定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
353 便ヘリコバクターピロリ抗原定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
354 ヘリコバクター・ピロリ菌定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
355 ＡＢＣ検診分類 用語表139ＡＢＣ検診 文字列 Ａ群 32
356 下部消化管所見 下部消化管・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 下部消化管経鼻内視鏡 32
357 下部消化管検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

358 下部消化管・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

359 下部消化管・生検・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

360 直腸・肛門所見 直腸・肛門・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
361 直腸・肛門検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

362 直腸肛門・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

363 直腸肛門・生検・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

364 腹部画像検査 腹部所見 腹部検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈
区分）

文字列
異常所見なし 32

365 腹部・超音波・部位・所見 用語表260腹部部位、用語表
261腹部所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
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366 腹部・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
367 腹部・部位・所見 用語表260腹部部位、用語表

261腹部所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

368 頭部画像検査 頭部所見 頭部検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈
区分）

文字列
異常所見なし 32

369 頭部・ＭＲＩ・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

370 頭部・ＭＲＡ・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

371 頭部・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
372 頭部・部位・所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
373 婦人科検査 乳房所見 婦人科乳房検査・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈

区分）
文字列

異常所見なし 32

374 乳房・視触診・部位・所見 用語表280乳房部位、用語表
281乳房所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
375 乳房・マンモ・部位・所見 用語表280乳房部位、用語表

281乳房所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

376 乳房・超音波・部位・所見 用語表280乳房部位、用語表
281乳房所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
377 乳房・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
378 乳房・部位・所見 用語表280乳房部位、用語表

281乳房所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

379 子宮所見 婦人科子宮・所見解釈区分 用語表130所見区分（所見解釈
区分）

文字列
異常所見なし 32

380 子宮・視触診・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

381 子宮・内診・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

382 子宮・超音波・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

383 子宮・コルポスコープ・部位・所見
文字列

256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が
ない場合には”標準所見”とする

384 子宮・画像検査法 用語表200画像検査法 文字列 32
385 子宮・部位・所見

文字列
256 ”標準部位標準所見”のセットとし、複数ある場合には複数回”、”で連結する、部位が

ない場合には”標準所見”とする
386 子宮細胞診 子宮細胞診日母クラス分類 用語表160子宮細胞診分類（日

母クラス）
文字列

クラス１ 32

387 子宮細胞診ベセスダシステム２００１分類 用語表160子宮細胞診分類（ベ
セスダ２００１）

文字列
ＮＩＬＭ 32

388 子宮細胞診所見 文字列 256
389 追加項目 ＨＰＶ定性 用語表130所見区分（判定） 文字列 陽性 32
390 ＨｂＡ１ｃ・ＪＤＳ % 数字 4.6 4 #0.0
391 ピロリ迅速ウレアーゼ試験 文字列 32
392 ピロリ尿素呼気試験 文字列 32
393 喀痰検査・痰の量 ｍL 数字 20 3
394 喀痰検査・痰の性状 文字列 32
395 その他の感染症検査項目名・結果 文字列 麻疹陽性、コロナ陽性 256
396 その他の肝炎検査名・結果 文字列 256
397 骨塩量 g 数字 5
398 骨密度測定部位 用語表144骨密度検査部位 文字列 大腿骨近位部（太もものつけ根） 256
399 骨粗鬆症所見 文字列 32
400 予備項目 予備項目 ４００予備
401 ４０１予備
402 ４０２予備
403 ４０３予備
404 ４０４予備
405 ４０５予備
406 問診 業務歴 業務歴 文字列 256
407 既往歴 既往歴区分 用語表900特記事項 文字列 特記事項なし 256 定義：特記事項ありの場合には既往歴がなければならない
408 既往歴・病名・年齢・転帰 文字列 高血圧 256 ”既往歴”が複数ある場合には”、”で複数回連結する
409 現病歴・病名・年齢・転帰 文字列 高血圧40歳代治療中 256 ”現病歴”が複数ある場合には”、”で複数回連結する
410 自覚症状 自覚症状区分 用語表900特記事項 文字列 特記事項あり 256 定義：特記事項ありの場合には自覚症状がなければならない
411 自覚症状 文字列 256 ”自覚症状”が複数ある場合には”、”で複数回連結する
412 他覚症状 他覚症状区分 用語表900特記事項 文字列 特記事項なし 256 定義：特記事項ありの場合には自覚症状がなければならない
413 他覚症状 文字列 256 ”他覚症状、他覚所見”が複数ある場合には”、”で複数回連結する
414 家族歴 家族歴 文字列 256 ”家族歴”が複数ある場合には”、”で複数回連結する
415 服薬の有無 特定・服薬中・血圧 用語表830服薬歴（高血圧症、

糖尿病、脂質異常）
文字列

服薬していない 32

416 特定・薬剤名・血圧 文字列 32
417 特定・服薬中・血糖 用語表830服薬歴（高血圧症、

糖尿病、脂質異常）
文字列

服薬していない 32

418 特定・薬剤名・血糖 文字列 32
419 特定・服薬中・脂質 用語表830服薬歴（高血圧症、

糖尿病、脂質異常）
文字列

服薬中 32

420 特定・薬剤名・脂質 文字列 32
421 既往歴 特定・既往歴・脳血管 用語表840治療有無（脳卒中、

心臓病、慢性腎炎、貧血）
文字列

治療したことはない 32

422 特定・既往歴・心血管 用語表840治療有無（脳卒中、
心臓病、慢性腎炎、貧血）

文字列
治療したことはない 32

423 特定・既往歴・腎不全 用語表840治療有無（脳卒中、
心臓病、慢性腎炎、貧血）

文字列
治療したことはない 32

424 特定・既往歴・貧血 用語表840治療有無（脳卒中、
心臓病、慢性腎炎、貧血）

文字列
治療したことはない 32

425 生活習慣質問 特定・喫煙 用語表850（特定）喫煙 文字列 習慣的に吸う 32
426 特定・２０歳からの体重変化 用語表850（特定）２０歳からの

体重変化
文字列

10kg以上の体重増加なし 32

427 特定・３０分以上の運動習慣 用語表850（特定）３０分以上の
運動習慣

文字列
30分以上の運動習慣なし 32

428 特定・歩行又は身体活動 用語表850（特定）歩行又は身
体活動

文字列
1日1時間以上の身体活動なし 32

429 特定・歩行速度 用語表850（特定）歩行速度 文字列 歩行速度早い 32
430 特定・咀嚼 用語表850（特定）咀嚼 文字列 何でもかんで食べることができる 32
431 特定・食べ方・早食い等 用語表850（特定）食べ方１（早

食い等）
文字列

食べる速度普通 32

432 特定・食べ方・就寝前 用語表850（特定）食べ方２（就
寝前）

文字列
就寝前2時間以内の夕食あり 32

433 特定・食べ方・間食 用語表850（特定）食べ方３（間
食）

文字列
ほとんど摂取しない 32

434 特定・食習慣・朝食 用語表850（特定）食習慣（朝
食）

文字列
朝食を抜くことがある 32

435 特定・飲酒習慣 用語表850（特定）飲酒習慣 文字列 時々飲酒 32
436 特定・飲酒量 用語表850（特定）飲酒量 文字列 １～2合未満／日 32
437 特定・睡眠 用語表850（特定）睡眠 文字列 睡眠による休養不十分 32
438 特定・生活習慣の改善 用語表850（特定）生活習慣の

改善
文字列

近いうちに（1か月以内）改善するつもり 32

439 特定・保健指導の希望 用語表850（特定）保健指導の
希望

文字列
利用しない 32

440 特定・２０１７まで・１年間の体重変化 用語表850１年間の体重変化 文字列 1年間の体重変化あり 32
441 特定・２０１７まで・食べ方・夜食／間食 用語表850食べ方３（夜食／間

食
文字列

夕食後の間食しない 32

442 平均残業時間 文字列 ４時間 32
443 深夜残業時間 文字列 ３時間 32
444 喫煙習慣の有無 文字列 やめた 32 １．有、２．無、３．過去喫煙
445 喫煙本数 quantity 数字 25 3 ##0
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446 喫煙年数 year 数字 46 2 #0 開始年齢から禁煙年齢まで　20-46　など
447 総合判定 総合判定 総合判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ：異常なし 32
448 総合判定・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 32
449 健診実施医師名 文字列 健診　一郎 32 （児童生徒健診では学校医）
450 特定・医師の判断 文字列 256
451 特定・メタボリックシンドローム判定 用語表320メタボリックシンド

ローム判定
文字列

予備群該当 32

452 特定・保健指導レベル 用語表330保健指導支援レベ
ル

文字列
情報提供 32

453 特定・情報提供の方法 用語表940情報提供の方法 文字列 32
454 特定・初回面接実施 用語表942初回面接実施 文字列 32
455 歯科・健診実施医師名 文字列 32
456 歯科・医師の意見 文字列 256
457 総合コメント 総合コメント１ 文字列 256
458 総合コメント２ 文字列 256
459 総合コメント３ 文字列 256
460 総合コメント４ 文字列 256
461 総合コメント５ 文字列 256
462 総合コメント６ 文字列 256
463 総合コメント７ 文字列 256
464 総合コメント８ 文字列 256
465 総合コメント９ 文字列 256
466 総合コメント１０ 文字列 256
467 機能別判定 機能別判定１・身体計測 文字列 ”身体計測” 32 ”身体計測”固定
468 機能別判定１・身体計測・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
469 機能別判定１・身体計測・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
470 機能別判定１・身体計測・診断名称 文字列 256
471 機能別判定２・血圧 文字列 ”血圧” 32 ”血圧”固定
472 機能別判定２・血圧・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ｂ軽度異常 32
473 機能別判定２・血圧・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
474 機能別判定２・血圧・診断名称 文字列 256
475 機能別判定３・視力 文字列 ”視力” 32 ”視力”固定
476 機能別判定３・視力・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ｃ要経過観察 32
477 機能別判定３・視力・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
478 機能別判定３・視力・診断名称 文字列 256
479 機能別判定４・聴力 文字列 ”聴力” 32 ”聴力”固定
480 機能別判定４・聴力・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ｃ要経過観察 32
481 機能別判定４・聴力・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
482 機能別判定４・聴力・診断名称 文字列 256
483 機能別判定５・心電図 文字列 ”心電図” 32 ”心電図”固定
484 機能別判定５・心電図・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
485 機能別判定５・心電図・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
486 機能別判定５・心電図・診断名称 文字列 256
487 機能別判定６・胸部Ｘ線等 文字列 ”胸部” 32 ”胸部”固定
488 機能別判定６・胸部Ｘ線等・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
489 機能別判定６・胸部Ｘ線等・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
490 機能別判定６・胸部Ｘ線等・診断名称 文字列 256
491 機能別判定７・眼底 文字列 ”眼底” 32 ”眼底”固定
492 機能別判定７・眼底・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
493 機能別判定７・眼底・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
494 機能別判定７・眼底・診断名称 文字列 256
495 機能別判定８・上部消化管 文字列 ”上部消化管” 32 ”上部消化管”固定
496 機能別判定８・上部消化管・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
497 機能別判定８・上部消化管・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
498 機能別判定８・上部消化管・診断名称 文字列 256
499 機能別判定９・腹部超音波 文字列 ”腹部超音波” 32 ”腹部超音波”固定
500 機能別判定９・腹部超音波・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
501 機能別判定９・腹部超音波・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
502 機能別判定９・腹部超音波・診断名称 文字列 256
503 機能別判定１０・尿検査一般 文字列 ”尿一般” 32 ”尿一般”固定
504 機能別判定１０・尿検査一般・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
505 機能別判定１０・尿検査一般・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
506 機能別判定１０・尿検査一般・診断名称 文字列 256
507 機能別判定１１・血液一般 文字列 ”血液一般” 32 ”血液一般”固定
508 機能別判定１１・血液一般・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
509 機能別判定１１・血液一般・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
510 機能別判定１１・血液一般・診断名称 文字列 256
511 機能別判定１２・肝機能 文字列 ”肝機能” 32 ”肝機能”固定
512 機能別判定１２・肝機能・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
513 機能別判定１２・肝機能・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
514 機能別判定１２・肝機能・診断名称 文字列 256
515 機能別判定１３・膵機能 文字列 ”膵機能” 32 ”膵機能”固定
516 機能別判定１３・膵機能・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
517 機能別判定１３・膵機能・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
518 機能別判定１３・膵機能・診断名称 文字列 256
519 機能別判定１４・糖代謝 文字列 ”糖代謝” 32 ”糖代謝”固定
520 機能別判定１４・糖代謝・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
521 機能別判定１４・糖代謝・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
522 機能別判定１４・糖代謝・診断名称 文字列 256
523 機能別判定１５・脂質代謝 文字列 ”脂質代謝” 32 ”脂質代謝”固定
524 機能別判定１５・脂質代謝・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
525 機能別判定１５・脂質代謝・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
526 機能別判定１５・脂質代謝・診断名称 文字列 256
527 機能別判定１６・腎機能 文字列 ”腎機能” 32 ”腎機能”固定
528 機能別判定１６・腎機能・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
529 機能別判定１６・腎機能・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
530 機能別判定１６・腎機能・診断名称 文字列 256
531 機能別判定１７・尿酸 文字列 ”尿酸” 32 ”尿酸”固定
532 機能別判定１７・尿酸・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
533 機能別判定１７・尿酸・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
534 機能別判定１７・尿酸・診断名称 文字列 256
535 機能別判定１８・炎症反応 文字列 ”炎症反応・血清検査” 32 ”炎症反応・血清検査”固定
536 機能別判定１８・炎症反応・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
537 機能別判定１８・炎症反応・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
538 機能別判定１８・炎症反応・診断名称 文字列 256
539 機能別判定１９・腫瘍マーカー 文字列 ”腫瘍マーカー” 32 ”腫瘍マーカー”固定
540 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
541 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
542 機能別判定１９・腫瘍マーカー・診断名称 文字列 256
543 機能別判定２０・便検査 文字列 ”下部消化管・便” 32 ”便検査”固定
544 機能別判定２０・便検査・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
545 機能別判定２０・便検査・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
546 機能別判定２０・便検査・診断名称 文字列 256
547 機能別判定２１・乳房 文字列 ”乳房” 32 ”乳房”固定
548 機能別判定２１・乳房・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
549 機能別判定２１・乳房・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
550 機能別判定２１・乳房・診断名称 文字列 256
551 機能別判定２２・子宮 文字列 ”子宮” 32 ”子宮”固定
552 機能別判定２２・子宮・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
553 機能別判定２２・子宮・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
554 機能別判定２２・子宮・診断名称 文字列 256
555 機能別判定２３・喀痰細胞診 文字列 ”喀痰” 32 ”喀痰”固定
556 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
557 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
558 機能別判定２３・喀痰細胞診・診断名称 文字列 256
559 機能別判定２４・肺機能 文字列 ”肺機能” 32 ”肺機能”固定
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560 機能別判定２４・肺機能・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 Ａ異常なし 32
561 機能別判定２４・肺機能・標準化前 文字列 追加情報あるいは原データ 256
562 機能別判定２４・肺機能・診断名称 文字列 256
563 機能別判定２５・判定・項目名称 文字列 32
564 機能別判定２５・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
565 機能別判定２５・判定・標準化前 文字列 256
566 機能別判定２５・判定・診断名称 文字列 256
567 機能別判定２６・判定・項目名称 文字列 32
568 機能別判定２６・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
569 機能別判定２６・判定・標準化前 文字列 256
570 機能別判定２６・判定・診断名称 文字列 256
571 機能別判定２７・判定・項目名称 文字列 32
572 機能別判定２７・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
573 機能別判定２７・判定・標準化前 文字列 256
574 機能別判定２７・判定・診断名称 文字列 256
575 機能別判定２８・判定・項目名称 文字列 32
576 機能別判定２８・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
577 機能別判定２８・判定・標準化前 文字列 256
578 機能別判定２８・判定・診断名称 文字列 256
579 機能別判定２９・判定・項目名称 文字列 32
580 機能別判定２９・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
581 機能別判定２９・判定・標準化前 文字列 256
582 機能別判定２９・判定・診断名称 文字列 256
583 機能別判定３０・判定・項目名称 文字列 32
584 機能別判定３０・判定・標準判定区分 用語表300標準判定区分 文字列 32
585 機能別判定３０・判定・標準化前 文字列 256
586 機能別判定３０・判定・診断名称 文字列 256
587 標準化前画像所見 標準化前画像所見 眼底所見・右・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
588 眼底所見・左・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
589 眼底所見・原本 文字列 256 左右別なしの場合に使用、所見が複数ある場合には”、”で複数回連結する
590 心電図安静時・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
591 心電図負荷時・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
592 心臓・超音波・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
593 頸動脈・超音波・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
594 甲状腺・超音波・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
595 甲状腺・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
596 胸部・Ｘ線検査・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
597 胸部・ＣＴ検査・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
598 胸部・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
599 上部消化管・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
600 上部消化管・生検・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
601 下部消化管・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
602 下部消化管・生検・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
603 直腸肛門・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
604 直腸肛門・生検・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
605 腹部・超音波・部位・所見１・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
606 腹部・超音波・部位・所見２・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
607 腹部・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
608 頭部・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
609 頭部・ＭＲＩ・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
610 頭部・ＭＲＡ・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
611 乳房・視触診・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
612 乳房・マンモ・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
613 乳房・超音波・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
614 乳房・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
615 子宮・視触診・部位・所見・原本 文字列 256 所見が複数ある場合には”、”で複数回を連結する
616 子宮・内診・部位・所見・原本 文字列 256
617 子宮・超音波・部位・所見・原本 文字列 256
618 子宮・細胞診・部位・所見・原本 文字列 256
619 子宮・コルポスコープ・部位・所見・原本 文字列 256
620 子宮・部位・所見・原本 文字列 256
621 医師診察所見 医師診察所見 医師診察・他覚所見・視診・打聴診等 文字列 256
622 医療面接・既往歴・自覚症状 文字列 256
623 予備項目 予備項目 ６２３予備
624 ６２４予備
625 ６２５予備
626 生活機能評価 生活機能評価 生活機能評価の結果１ 用語表950生活機能評価１ 文字列 32
627 生活機能評価の結果２ 用語表951生活機能評価２ 文字列 32
628 後期高齢者問診 後期高齢者問診 後期・現在の健康状態は 用語表855（後期）現在の健康

状態は
文字列

32 https://www.mhlw.go.jp/content/000605506.pdf

629 後期・毎日の生活に満足している 用語表855（後期）毎日の生活
に満足している

文字列
32

630 後期・１日３食きちんと食べる 用語表855（後期）１日３食きち
んと食べる

文字列
32

631 後期・硬いものが食べにくい 用語表855（後期）固いものが
食べにくい

文字列
32

632 後期・お茶や汁物でむせる 用語表855（後期）お茶や汁物
でむせる

文字列
32

633 後期・６か月間で体重減少した 用語表855（後期）６か月間で
体重減少した

文字列
32

634 後期・歩行速度が遅くなった 用語表855（後期）歩行速度が
遅くなった

文字列
32

635 後期・転んだことがある 用語表855（後期）転んだこと
がある

文字列
32

636 後期・運動習慣が週１回以上 用語表855（後期）運動習慣が
週１回以上

文字列
32

637 後期・物忘れを指摘される 用語表855（後期）物忘れを指
摘される

文字列
32

638 後期・今日の日付がわからない 用語表855（後期）今日の日付
がわからない

文字列
32

639 後期・たばこを吸いますか 用語表855（後期）たばこを吸
いますか

文字列
32

640 後期・週１回以上外出する 用語表855（後期）週１回以上外
出する

文字列
32

641 後期・家族との付き合いある 用語表855（後期）家族との付
き合いある

文字列
32

642 後期・相談相手がいる 用語表855（後期）相談相手が
いる

文字列
32

643 定健業務歴（2022年度） 定健業務歴（2022年度） 定健・重量物の取扱いの業務経験の有無 用語表852定健問診 文字列 32 https://jhep.jp/jhep/sisetu/pdf/betsu1_monshin.pdf

644 定健・粉塵の取扱いの業務経験の有無 用語表852定健問診 文字列 32
645 定健・激しい振動を伴う業務経験の有無 用語表852定健問診 文字列 32
646 定健・有害物質の取扱いの業務経験の有無 用語表852定健問診 文字列 32
647 定健・放射線の取扱いの業務経験の有無 用語表852定健問診 文字列 32
648 定健・職場での勤務体制 用語表852定健問診 文字列 32
649 定健・職場での直近１か月１日平均労働時間 用語表852定健問診 文字列 32
650 定健・職場での直近１週間の平均労働日数 用語表852定健問診 文字列 32
651 定健・相談希望がありますか 用語表852定健問診 文字列 32
652 喫煙習慣 喫煙指数 文字列 32
653 喫煙始期 文字列 32 西暦で記入
654 喫煙終期 文字列 32 西暦で記入
655 予備項目 予備項目 ６５５予備
656 ６５６予備
657 ６５７予備
658 ６５８予備
659 ６５９予備
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660 ６６０予備
661 ６６１予備
662 ６６２予備
663 ６６３予備
664 ６６４予備
665 ６６５予備
666 ６６６予備
667 ６６７予備
668 ６６８予備
669 ６６９予備
670 ６７０予備
671 ６７１予備
672 ６７２予備
673 ６７３予備
674 ６７４予備
675 ６７５予備
676 ６７６予備
677 ６７７予備
678 ６７８予備
679 ６７９予備
680 ６８０予備
681 ６８１予備
682 ６８２予備
683 ６８３予備
684 ６８４予備
685 ６８５予備
686 ６８６予備
687 ６８７予備
688 ６８８予備
689 ６８９予備
690 ６９０予備
691 ６９１予備
692 ６９２予備
693 ６９３予備
694 ６９４予備
695 ６９５予備
696 ６９６予備
697 ６９７予備
698 ６９８予備
699 ６９９予備
700 ７００予備
701 その他の検査項目 聴力検査（オージオメーター） 聴力・２５０Ｈｚ・右 dB 数字 3 ##0
702 聴力・２５０Ｈｚ・左 dB 数字 3 ##0
703 聴力・５００Ｈｚ・右 dB 数字 3 ##0
704 聴力・５００Ｈｚ・左 dB 数字 3 ##0
705 聴力・２０００Ｈｚ・右 dB 数字 3 ##0
706 聴力・２０００Ｈｚ・左 dB 数字 3 ##0
707 聴力・８０００Ｈｚ・右 dB 数字 3 ##0
708 聴力・８０００Ｈｚ・左 dB 数字 3 ##0
709 聴力・所見区分１０００右・３０ｄＢ 文字列 32
710 聴力・所見区分１０００左・３０ｄＢ 文字列 32
711 聴力・所見区分４０００右・４０ｄＢ 文字列 32
712 聴力・所見区分４０００左・４０ｄＢ 文字列 32
713 聴力・所見区分４０００右・３０ｄＢ 文字列 32
714 聴力・所見区分４０００左・３０ｄＢ 文字列 32
715 聴力・３分法・右耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
716 聴力・３分法・左耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
717 聴力・４分法・右耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
718 聴力・４分法・左耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
719 聴力・６分法・右耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
720 聴力・６分法・左耳 dB 数字、↑↓ 30 3 ↓ ##0
721 眼科検査 眼科・屈折・右眼 用語表640屈折検査用語表 　 文字列 1 8 検査の結果を記入
722 眼科・屈折・左眼 用語表640屈折検査用語表 　 文字列 1 8 　　　々
723 眼科・両眼視機能検査 文字列 32 検査の結果を記入
724 眼科・眼位・右眼 用語表650眼位検査用語表 文字列 1 8 検査の結果を記入
725 眼科・眼位・左眼 用語表650眼位検査用語表 文字列 1 8 　　　々
726 眼科・調節機能検査・近点距離・右眼 m 数字、↑↓ 1.5 3 ↓ ＃.0 　
727 眼科・調節機能検査・近点距離・左眼 m 数字、↑↓ 1.5 3 ↓ ＃.0
728 眼科・視野狭窄の有無・右眼 用語表540特殊健診・有無区分

用語表
文字列 無

2 所見有無区分（有、無）を記入

729 眼科・視野狭窄の有無・左眼 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 所見有無区分（有、無）を記入

730 眼科・視野欠損の有無・右眼 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 所見有無区分（有、無）を記入

731 眼科・視野欠損の有無・左眼 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 所見有無区分（有、無）を記入

732 眼科・白内障・混濁の有無・右眼 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 所見有無区分（有、無）を記入

733 眼科・白内障・混濁の有無・左眼 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 所見有無区分（有、無）を記入

734 眼科・白内障・細隙灯顕微鏡検査 文字列 32 検査の結果を記入
735 眼科・色覚所見の有無 用語表540特殊健診・有無区分

用語表
文字列 無

2 検査の結果を記入

736 眼科・色覚所見の内容 文字列 32 検査の結果を記入
737 眼科・前眼部・角膜所見 文字列 32 検査の結果を記入
738 眼科・前眼部・水晶体所見 文字列 32 検査の結果を記入
739 耳鼻咽喉検査 耳鼻咽喉・気導検査 文字列 32 検査の結果を記入
740 耳鼻咽喉・骨導検査 文字列 32 検査の結果を記入
741 耳鼻咽喉・鼓膜の検査 文字列 32 検査の結果を記入
742 耳鼻咽喉・検査の方法 用語表580特殊健診・耳鼻咽喉

検査用語表
文字列 検査方法が記載される

32 検査方法（耳鏡（オルトスコープ）、鼻腔鏡など）を記入

743 耳鼻咽喉・検査所見の有無 用語表540特殊健診・有無区分
用語表

文字列 無
2 検査の結果を記入

744 病理学的検査 上気道・病理学的検査 文字列 32 検査の結果を記入
745 リンパ腺・病理学的検査 文字列 32 検査の結果を記入
746 皮膚等・病理組織学的検査 文字列 32 検査の結果を記入
747 呼吸器検査 呼吸器・気管支鏡検査 文字列 32 検査の結果を記入
748 じん肺・Ｘ線写真の像 用語表5９0じん肺エックス線写

真の像用語表
文字列

32
【じん肺コード表】から選択

749 じん肺・小陰影の区分 用語表６10じん肺・小陰影の区
分用語表

文字列
5

【じん肺コード表】12階尺度[0/-」～[3/+]のうち該当する区分を記入

750 じん肺・大陰影の区分 用語表６20じん肺・大陰影の区
分用語表

文字列
　 5 【じん肺コード表】「Ａ］～「Ｃ］のうち該当する区分を記入。大陰影が認められない場合

は無記入
751 じん肺・その他の肺野所見 用語表６３０じん肺・その他の肺

野所見用語表
文字列

2 【じん肺コード表】「［ｐｌ」、「ｐｌｃ」、「ｃａ」、「ｔｂ」等の所見が認められた場合、該当する
記号を記入

752 肺換気機能・酸素分圧・ｐａＯ２ mmHg 数字 82.8 32
753 肺換気機能・炭酸ガス分圧・ｐａＣＯ２ mmHg 数字 17.2 32
754 肺換気機能・動脈酸素分圧較差・ＡａＤｏ２ mmHg 数字 34.5 32
755 肺換気機能・呼気中一酸化炭素量・ＦｅＮＯ ％ 数字 32
756 肺換気機能・血液ガス・ｐＨ 数字 32
757 肺換気機能・肺拡散機能検査・ＤＬｃｏ mL／分／

mmHg
数字

32 　

758 胸部の理学的検査 胸部の理学的検査 文字列 32 検査（聴診、打診など）の結果を記入
759 胸部以外のX線直接撮影 胸部以外のＸ線直接撮部位 文字列 32 撮影部位を記入
760 胸部以外のＸ線直接撮影所見 文字列 32 検査の結果を記入
761 胸部以外の特殊なX線撮影（CT) 胸部以外の特殊なＸ線撮影・ＣＴ・部位 文字列 32 撮影部位を記入
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762 胸部以外の特殊なＸ線撮影・ＣＴ・所見 文字列 32 検査の結果を記入
763 循環系理学検査 循環系理学検査方法 文字列 32 検査方法（（聴診・視触診、モーレイ、アドソン、ライトテスト等）を記入
764 循環系理学検査所見 文字列 32 検査の結果を記入
765 その他の循環機能検査 その他の循環機能検査方法 文字列 32 検査方法を記入
766 その他の循環機能検査所見 文字列 32 検査の結果を記入
767 腹部触診 腹部触診方法 文字列 32 検査の結果（肝、脾の腫大の有無など）を記入
768 腹部触診所見 文字列 32
769 腹部のその他検査 腹部のその他検査方法 文字列 32 検査方法（肝臓シンチグラム、脾臓シンチグラムなど）を記入
770 腹部のその他検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
771 頭部以外のＭＲＩ等検査 頭部以外のＭＲＩ等検査部位 文字列 32
772 頭部以外のＭＲＩ等検査所見 文字列 32
773 泌尿器系検査 泌尿器系・膀胱鏡検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
774 泌尿器系・尿路造影検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
775 泌尿器系・腎尿細管機能検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
776 泌尿器系・腎盂撮影検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
777 血液検査 血液・出血時間測定 分 数字 10 2 #0 　
778 血液・メトヘモグロビン量 % 数字 9 4 #0.0 　
779 血液・網状赤血球数 ％ 数字 7 4 #0.0 　
780 血液・ハインツ小体形成の有無 % 数字 1 4 #0.0 １．有、２．無
781 血液・肺サーファクタントプロテイン・ＳＰ‐Ｄ ng/mL 数字 4 #0.0 　
782 血液・カルボキシヘモグロビン量・ＣＯＨｂ % 数字 4 #0.0 　
783 血液・酸性ホスファターゼ量・ＡＣＰ U/L 数字 4 #0.0 　
784 血液・骨髄性細胞 % 数字 4 #0.0 　
785 血液・キノソイミン量 mg/L 数字 4 #0.0 　
786 血液・赤血球プロトポルフィリン・ＨＰＬＣ法 μg/dL RBC 数字 80 3 ＃＃０
787 血液・赤血球プロトポルフェリン量分布区分 用語表130所見区分 数字 1 32 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」
788 血液・赤血球コリンエステラーゼ mg/dL 数字 0.2 32 ＃0.0
789 血液・鉛量 mg/dL 数字 5 4 ＃＃0
790 血液・鉛量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

2 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

791 生化学検査 血清・間接ビリルビン mg/dL 数字 1 4 　
792 血清・ジアノグリーン法ＩＣＧ検査 ％ 数字 2 4 ＃0 　
793 血清・アミノフェノール量 mg/L 数字 32 　
794 血清・インジウム量 μg/dL 数字 1 3 ＃.0 　
795 血清・カドミウム量 μg/dL 数字 1 3 ＃.0 　
796 血清・シアル化糖鎖高原抗原ＫＬ‐６量 mg/L 数字 32 　
797 血清・ニッケル量 mg/L 数字 32 　
798 血清・ニトログリコール量 mg/L 数字 32 　
799 血清・ニトロソアミン量 mg/L 数字 32 　
800 血清・ヒドロキシアミン量 mg/L 数字 32 　
801 血清・ベリリウム量 μg/L 数字 32 　
802 血清・マンガン量 IU/L 数字 4 　
803 血清・水銀量 μg/d 数字 32
804 血清・コリンエステラーゼ活性値 U/L 数字 3 ＃＃0
805 便検査 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
806 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ２６ 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
807 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ１１１ 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
808 検便・赤痢菌 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
809 検便・サルモネラ属菌・チフス菌・パラチフス菌Ａを含む 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
810 検便・虫卵検査 用語表135半定量区分 文字列 32 「-」、「+」の別を記入
811 尿中物質検査 尿中・ヘモグロビンの有無 文字列 32 １．有、２．無
812 尿中・尿沈渣パパニコラ法による細胞診検査 文字列 32 所見を記入
813 尿中・クレアチニン mg/dL 文字列 3 ##0
814 尿中・メチル馬尿酸量 g/L 数字 0.1 4 ＃０．０ 実測値
815 尿中・メチル馬尿酸量・クレアチニン補正後 g/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
816 尿中・メチル馬尿酸分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

817 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量 mg/L 数字 6 3 ＃＃０ 実測値
818 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量・クレアチニン補正後 mg/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
819 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

820 尿中・トリクロル酢酸量 mg/L 数字 1 3 ＃＃０ 実測値
821 尿中・トリクロル酢酸量・クレアチニン補正後 mg/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
822 尿中・トリクロル酢酸量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」の別を記入

823 尿中・総三塩化物量 mg/L 数字 4 3 ＃＃０ 実測値
824 尿中・総三塩化物量・クレアチニン補正後 mg/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
825 尿中・総三塩化物量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」の別を記入

826 尿中・馬尿酸量 g/L 数字 0.6 4 ＃#.0 実測値
827 尿中・馬尿酸量・クレアチニン補正後 mg/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
828 尿中・馬尿酸量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

829 尿中・２．５‐ヘキサンジオン量 mg/L 数字 0.9 3 実測値
830 尿中・２．６‐ヘキサンジオン量・クレアチニン補正後 mg/L・Cr 数字 32 クレアチニン補正値
831 尿中・２．５‐ヘキサンジオン量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

832 尿中・デルタアミノレブリン酸量 mg/L 数字 2 3 ＃＃０
833 尿中・デルタアミノレブリン酸量分布区分 用語表550特殊健診・代謝物の

分布区分用語表
数字 1

1 １．分布「１」、２．分布「２」、３．分布「３」

834 尿中・オルト‐トルイジン量 mg/L 数字 32
835 尿中・α‐１ミクログロブリン量 mg/L 数字 32
836 尿中・β２‐ミクログロブリン量 mg/L 数字 32
837 尿中・Ｎ‐アセチルグルコサミニターゼ量 mg/L 数字 32
838 尿中・３．３‐ジクロロ‐４．４‐ジアミノジフェニルメタン量 μg/L 数字 32
839 尿中・メチルイソブチルケトン量 mg/L 数字 32
840 尿中・アニリン量 mg/L 数字 32
841 尿中・アンチモン量 μg/L 数字 3
842 尿中・カドミウム量 μg/L 数字 32
843 尿中・コバルト量 μg/L 数字 3
844 尿中・フタル酸量 mg/L 数字 32
845 尿中・水銀量 mg/L 数字 3
846 尿中・１‐ナフトール量 mg/L 数字 32
847 尿中・２‐ナフトール量 mg/L 数字 32
848 尿中・ニッケル量 μg/L 数字 32
849 尿中・ニトログリコール量 mg/L 数字 32
850 尿中・バナジウム量 mg/L 数字 32
851 尿中・パラ‐アミノフェノール量 mg/L 数字 32
852 尿中・ヒ素化合物量 μg/L 数字 32
853 尿中・フッ素量 mg/L 数字 32
854 尿中・ベリリウム量 mg/L 数字 3
855 尿中・ペンタクロルフェノール量 mg/L 数字 32 　
856 尿中・マンガン量 mg/L 数字 32
857 尿中・マンデル酸量 mg/L 数字 3
858 尿中・マンデル酸量＋フェニルグリオキシル酸の総量 mg/L 数字 3 　
859 腎機能検査 クレアチニンクリアランス・ＣＣＲ mL/min 数字 9 3
860 ツベルクリン反応検査 ツベルクリン反応検査 ｍｍ/ｍｍ 文字列 32
861 予備項目 ８６１予備
862 ８６２予備
863 ８６３予備
864 ８６４予備
865 ８６５予備
866 ８６６予備
867 ８６７予備
868 ８６８予備
869 ８６９予備
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870 ８７０予備
871 運動機能検査 利き手 文字列 32
872 握力・最大握力・右 kg 数字 45 3 ##0 　
873 握力・最大握力・左 kg 数字 42 3 ##0
874 握力・維持握力１回目・右 kg 数字 43 3 ##0
875 握力・維持握力１回目・左 kg 数字 41 3 ##0
876 握力・維持握力２回目・右 kg 数字 40 3 ##0
877 握力・維持握力２回目・左 kg 数字 3 ##0
878 運動機能検査・つまみ力・右 g 数字 500 3 ##0 検査の結果を記入
879 運動機能検査・つまみ力・左 g 数字 450 3 ##0 検査の結果を記入
880 運動機能検査・腹筋力テスト /min 数字 15 3 検査の結果を記入
881 運動機能検査・背筋力テスト /min 数字 10 3 検査の結果を記入
882 運動機能検査・徒手筋力テスト 文字列 正常(5)N、優(4)G、良(3)F、可(2)P、

不可(1)T、ゼロ(0)0
32 検査の結果を記入

883 運動機能検査・関節可動域検査・部位 文字列 32 検査部位を記入
884 運動機能検査・関節可動域検査の結果 文字列 32 【機能検査コード表】から選んで「+」、「-」角度（　）を記入
885 運動機能検査・指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 文字列 32
886 運動機能検査・指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 文字列 32
887 運動機能検査・指の弾発現象、軋音の有無・右 文字列 32
888 運動機能検査・指の弾発現象、軋音の有無・左 文字列 32
889 運動機能検査・頸、肩、背、手指等の圧痛、硬結、腫脹の有無 文字列 32
890 運動機能検査・腕神経叢の圧痛の有無 文字列 32
891 運動機能検査・筋力検査・右 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し、左右の別に「正常」「減弱」を記入
892 運動機能検査・筋力検査・左 文字列 32
893 運動機能検査・筋委縮検査・右 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し、左右の別に「+」「-」を記入
894 運動機能検査・筋委縮検査・左 文字列 32
895 運動機能検査・その他の運動機能検査・検査方法 文字列 32
896 運動機能検査・その他の運動機能検査の結果 文字列 32 検査の結果を記入
897 運動機能検査・その他の巧緻性テスト・テスト方法 文字列 32 検査の方法を記入
898 運動機能検査・その他の巧緻性テストの結果 文字列 32 検査の結果を記入
899 運動機能検査・その他の機能検査方法 文字列 32 検査方法（クラウス・ウェーバーテスト、ＳＬＲテストなど）を記入
900 運動機能検査・その他の機能検査の結果 文字列 32 検査の結果を記入
901 脊柱機能検査 脊柱機能検査・姿勢異常の有無 　 文字列 　 32 所見を記入
902 脊柱機能検査・脊椎の変形の有無 　 文字列 　 32 所見を記入
903 脊柱機能検査・側彎、体軸の傾斜 文字列 32 「+」「-」を記入
904 脊柱機能検査・腰部生理的前弯 文字列 32 「減少／後弯」「正常」「増強」の別を記入
905 脊柱機能検査・その他の異常 文字列 32 特記すべき事項があれば記入
906 脊柱機能検査・脊柱の可動性の異常の有無 　 文字列 　 32 所見を記入
907 脊柱機能検査・前屈：指床間距離 文字列 32 cm
908 脊柱機能検査・前屈時疼痛 文字列 32 「+」「-」を記入
909 脊柱機能検査・後屈制限 文字列 32 「+」「-」を記入
910 脊柱機能検査・脊柱の疼痛の有無 　 文字列 　 32 所見を記入
911 脊柱機能検査・後屈時疼痛 文字列 32 「+」「-」を記入
912 脊柱機能検査・その他の疼痛 文字列 32 特記すべき事項があれば記入
913 脊柱機能検査・腰背筋の緊張、圧痛の有無 　 文字列 　 32 所見を記入
914 脊柱機能検査・傍脊柱筋緊張増加、硬結・右 文字列 32 「+」「-」を記入
915 脊柱機能検査・傍脊柱筋緊張増加、硬結・左 文字列 32 「+」「-」を記入
916 脊柱機能検査・その他の緊張・硬結 文字列 32 特記すべき事項があれば記入
917 自律神経機能検査 自律神経機能検査・検査方法 文字列 32 検査方法を記載
918 自律神経機能検査・検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
919 神経学的検査 神経学的・脳波検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
920 神経学的・筋電図検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
921 神経学的・神経伝道速度検査結果 文字列 32 検査の結果を記入
922 神経生理学的検査 神経生理学的検査・圧痛、叩打痛の有無・検査部位別 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
923 神経生理学的検査・神経伸展検査 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
924 神経生理学的検査・深部腱反射 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
925 神経生理学的検査・知覚検査 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
926 神経生理学的検査・筋力検査の結果 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
927 神経生理学的検査・筋委縮検査の結果 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
928 神経生理学的検査・中枢神経系神経学的検査 文字列 32 【神経学的検査部位コード表】から部位を選択し「+」「-」を記入
929 神経生理学的検査・その他の神経学的検査方法 文字列 32
930 神経生理学的検査・その他の神経学的検査結果 文字列 32
931 皮膚等の検査 皮膚等検査・皮膚等所見 　 文字列 　 32 検査の結果（皮膚炎など）を記入
932 皮膚等検査・爪所見 　 文字列 　 32 所見を記入
933 皮膚等検査・皮膚貼付試験 文字列 32 検査の結果を記入
934 皮膚等検査・皮膚アレルギー反応検査 文字列 32 検査の結果を記入
935 振動覚検査 振動覚検査・右第１指 文字列 32
936 振動覚検査・右第２指 文字列 32
937 振動覚検査・右第３指 文字列 32
938 振動覚検査・右第４指 文字列 32
939 振動覚検査・右第５指 文字列 32
940 振動覚検査・左第１指 文字列 32
941 振動覚検査・左第２指 文字列 32
942 振動覚検査・左第３指 文字列 32
943 振動覚検査・左第４指 文字列 32
944 振動覚検査・左第５指 文字列 32
945 温冷覚検査 温冷覚検査・右手 文字列 32 検査の結果を記入
946 温冷覚検査・左手 文字列 32 検査の結果を記入
947 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第１指 ℃ 数字 31 3
948 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第２指 ℃ 数字 3
949 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第３指 ℃ 数字 3
950 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第４指 ℃ 数字 3
951 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第５指 ℃ 数字 3
952 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第１指 ℃ 数字 31.2 3
953 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第２指 ℃ 数字 3
954 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第３指 ℃ 数字 3
955 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第４指 ℃ 数字 3
956 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第５指 ℃ 数字 3
957 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・片手 ℃ 数字 3 左右の別
958 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第１指 ℃ 数字 3
959 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第２指 ℃ 数字 3
960 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第３指 ℃ 数字 3
961 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第４指 ℃ 数字 3
962 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第５指 ℃ 数字 3
963 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第１指 sec 数字 3
964 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第２指 sec 数字 3
965 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第３指 sec 数字 3
966 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第４指 sec 数字 3
967 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第５指 sec 数字 3
968 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第１指 sec 数字 3
969 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第２指 sec 数字 3
970 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第３指 sec 数字 3
971 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第４指 sec 数字 3
972 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第５指 sec 数字 3
973 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・片手 sec 数字 3 左右の別
974 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第１指 sec 数字 3 冷却負荷（１０℃１０分）後爪圧迫検査・片手（左右の別）
975 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第２指 sec 数字 3
976 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第３指 sec 数字 3
977 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第４指 sec 数字 3
978 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第５指 sec 数字 3
979 予備項目 ９７９予備
980 ９８０予備
981 ９８１予備
982 ９８２予備
983 ９８３予備
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984 ９８４予備
985 ９８５予備
986 ９８６予備
987 ９８７予備
988 ９８８予備
989 ９８９予備
990 ９９０予備
991 ９９１予備
992 ９９２予備
993 ９９３予備
994 ９９４予備
995 ９９５予備
996 ９９６予備
997 ９９７予備
998 ９９８予備
999 ９９９予備
1000 １０００予備
1001 特殊健診・2021 特殊健診 特殊健診種類の名称 文字列 32
1002 被ばく歴の有無 文字列 32 １．有、２．無
1003 累積外部被ばく線量 文字列 32 健診前1年間の累積被爆線量
1004 累積内部被ばく線量 文字列 32 　　　々
1005 眼の水晶体等価線量 文字列 32 　　　々
1006 皮膚の等価線量 文字列 32 　　　々
1007 個別調査結果 じん肺健康診断 健診種別ごとに問診をまとめて

登録する、個別調査内容シート
参照

文字列
512 42項目の結果を’|’で接続する

1008 一般健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1009 特定業務従事者・健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1010 海外派遣労働者健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1011 給食従業員健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1012 労災二次健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1013 鉛健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1014 四アルキル鉛健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1015 高気圧作業健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1016 電離放射線健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1017 緊急作業従事者健康診断・電離則第５６条の２ 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1018 除染作業電離放射線健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1019 石綿健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1020 騒音健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1021 振動健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1022 腰痛健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1023 情報機器健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1024 上肢作業健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1025 レーザー光線・赤外線・紫外線健康診断 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1026 特定化学物質健康診断・ベンジジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1027 特定化学物質健康診断・ビス・クロロメチル・エーテル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1028 特定化学物質健康診断・ベータナフチルアミン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1029 特定化学物質健康診断・ジクロルベンジジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1030 特定化学物質健康診断・アルファナフチルアミン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1031 特定化学物質健康診断・塩化ビフェニル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1032 特定化学物質健康診断・オルト‐トリジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1033 特定化学物質健康診断・ジアニシジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1034 特定化学物質健康診断・ベリリウム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1035 特定化学物質健康診断・ベンゾトリクロリド 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1036 特定化学物質健康診断・アクリルアミド 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1037 特定化学物質健康診断・アクリロニトリル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1038 特定化学物質健康診断・アルキル水銀化合物 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1039 特定化学物質健康診断・インジウム化合物 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1040 特定化学物質健康診断・エチルベンゼン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1041 特定化学物質健康診断・エチレンイミン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1042 特定化学物質健康診断・塩化ビニル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1043 特定化学物質健康診断・塩素 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1044 特定化学物質健康診断・オーラミン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1045 特定化学物質健康診断・オルト‐トルイジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1046 特定化学物質健康診断・オルト‐フタロジニトリル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1047 特定化学物質健康診断・カドミウム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1048 特定化学物質健康診断・クロム酸 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1049 特定化学物質健康診断・クロロホルム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1050 特定化学物質健康診断・クロロメチルエーテル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1051 特定化学物質健康診断・五酸化バナジウム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1052 特定化学物質健康診断・コバルト 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1053 特定化学物質健康診断・コールタール 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1054 特定化学物質健康診断・酸化プロピレン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1055 特定化学物質健康診断・三酸化二アンチモン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1056 特定化学物質健康診断・シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1057 特定化学物質健康診断・四塩化炭素 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1058 特定化学物質健康診断・１・４‐ジオキサン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1059 特定化学物質健康診断・１・２‐ジクロロエタン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1060 特定化学物質健康診断・３・３‐ジクロロ‐４・４‐ジアミノジフェニルメタン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1061 特定化学物質健康診断・１・２‐ジクロロプロパン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1062 特定化学物質健康診断・ジクロロメタン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1063 特定化学物質健康診断・ジメチル‐２・２‐ジクロロビニルフォスヘイト 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1064 特定化学物質健康診断・１・１‐ジメチルヒドラジン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1065 特定化学物質健康診断・臭化メチル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1066 特定化学物質健康診断・水銀 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1067 特定化学物質健康診断・スチレン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1068 特定化学物質健康診断・１・１・２・２‐テトラクロロエタン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1069 特定化学物質健康診断・テトラクロロエチレン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1070 特定化学物質健康診断・トリクロロエチレン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1071 特定化学物質健康診断・トリレンジイソシアネート 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1072 特定化学物質健康診断・ナフタレン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1073 特定化学物質健康診断・ニッケル化合物 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1074 特定化学物質健康診断・ニッケルカルボニル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1075 特定化学物質健康診断・ニトログリコール 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1076 特定化学物質健康診断・パラ‐ジメチルアミノアゾベンゼン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1077 特定化学物質健康診断・パラ‐ニトロクロルベンゼン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1078 特定化学物質健康診断・砒素 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1079 特定化学物質健康診断・フッ化水素 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1080 特定化学物質健康診断・ベータ‐プロピオラクトン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1081 特定化学物質健康診断・ベンゼン等 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1082 特定化学物質健康診断・ペンタクロルフェノール 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1083 特定化学物質健康診断・マゼンタ 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1084 特定化学物質健康診断・マンガン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1085 特定化学物質健康診断・メチルイソブチルケトン 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1086 特定化学物質健康診断・沃化メチル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1087 特定化学物質健康診断・溶接ヒューム 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1088 特定化学物質健康診断・リフラクトリーセラミックファイバー 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1089 特定化学物質健康診断・硫化水素 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1090 特定化学物質健康診断・硫酸ジメチル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1091 特定化学物質健康診断・４‐アミノジフェニル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1092 特定化学物質健康診断・４‐ニトロジフェニル 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1093 特殊健診・別表第１号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1094 特殊健診・別表第２号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1095 特殊健診・別表第３号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1096 特殊健診・別表第４号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1097 特殊健診・別表第５号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
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1098 特殊健診・別表第６号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1099 特殊健診・別表第７号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1100 特殊健診・別表第８号 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1101 特殊健診・別表以外 文字列 512 42項目の結果を’|’で接続する
1102 詳細聴取情報 作業条件の調査・化学物質の使用頻度／時間／日 文字列 32 本人のほか、上司・同僚等から聴取した客観的な内容を200字以内に記入
1103 作業条件の調査・化学物質の使用頻度／日／週 文字列 32 　　　々
1104 作業条件の調査・作業工程の変更の有無 文字列 32 　　　々
1105 作業条件の調査・取扱量・使用頻度の変更の有無 文字列 32 　　　々
1106 作業条件の調査・局所排気装置の使用状況 文字列 32 　　　々
1107 作業条件の調査・保護具の使用状況 文字列 32 　　　々
1108 作業条件の調査・保護具の種類 文字列 32 　　　々
1109 作業条件の調査・事故・修理による化学物質への大量ばく露の有無 文字列 32 　　　々
1110 作業条件の調査・化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 文字列 32 　　　々
1111 作業条件の調査・その他特記事項 文字列 32 　　　々
1112 高気圧作業時間／時間／日 文字列 32 本人のほか、上司・同僚等から聴取した客観的な内容を200字以内に記入
1113 高気圧作業時間／日／週 文字列 32 　　　々
1114 高気圧作業・作業室の気積または気こう室の床面積及び気積 文字列 32 　　　々
1115 高気圧作業・作業室または気こう室の温度 文字列 32 　　　々
1116 高気圧作業・気こう室における加圧の速度または潜行の速度 文字列 32 　　　々
1117 高気圧作業・気こう室における減圧の速度または浮上の速度 文字列 32 　　　々
1118 高気圧作業・再圧室を使用した救急処置を受けたことの有無 文字列 32 　　　々
1119 高気圧作業・その他の特記事項 文字列 32 　　　々
1120 診察所見 診察所見・聴診・打診・視触診 文字列 32
1121 診察所見・上肢の運動機能・圧痛点の検査 文字列 32
1122 診察所見・上肢の運動痛の有無 文字列 32
1123 診察所見・腕神経叢 文字列 32
1124 診察所見・圧痛、腫脹等の有無 文字列 32
1125 診察所見・指の弾発現象・軋音の有無 文字列 32
1126 診察所見・姿勢異常の有無 文字列 32
1127 診察所見・脊椎の変形の有無 文字列 32
1128 診察所見・脊柱の可動性の異常の有無 文字列 32
1129 診察所見・脊柱の疼痛の有無 文字列 32
1130 診察所見・棘突起の圧痛、叩打痛の有無 文字列 32
1131 診察所見・腰背筋の緊張、圧痛の有無 文字列 32
1132 診察所見・筋委縮・腱反射 文字列 32
1133 診察所見・知覚検査 文字列 32
1134 診察所見・腹部触診所見 文字列 8
1135 感染症ウイルス抗体検査 ウイルス・風疹ウイルス抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 8
1136 ウイルス・麻疹ウイルス抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 8
1137 ウイルス・水疱瘡ウイルス抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 8
1138 ウイルス・ムンプスウイルス抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 8
1139 予備項目 予備項目 １１３９予備
1140 １１４０予備
1141 １１４１予備
1142 １１４２予備
1143 １１４３予備
1144 １１４４予備
1145 １１４５予備
1146 １１４６予備
1147 １１４７予備
1148 １１４８予備
1149 １１４９予備
1150 １１５０予備
1151 １１５１予備
1152 １１５２予備
1153 １１５３予備
1154 １１５４予備
1155 １１５５予備
1156 １１５６予備
1157 １１５７予備
1158 １１５８予備
1159 １１５９予備
1160 １１６０予備
1161 １１６１予備
1162 １１６２予備
1163 １１６３予備
1164 １１６４予備
1165 １１６５予備
1166 １１６６予備
1167 １１６７予備
1168 １１６８予備
1169 １１６９予備
1170 １１７０予備
1171 １１７１予備
1172 １１７２予備
1173 １１７３予備
1174 １１７４予備
1175 １１７５予備
1176 １１７６予備
1177 １１７７予備
1178 １１７８予備
1179 １１７９予備
1180 １１８０予備
1181 １１８１予備
1182 １１８２予備
1183 １１８３予備
1184 １１８４予備
1185 １１８５予備
1186 １１８６予備
1187 １１８７予備
1188 １１８８予備
1189 １１８９予備
1190 １１９０予備
1191 １１９１予備
1192 １１９２予備
1193 １１９３予備
1194 １１９４予備
1195 １１９５予備
1196 特別記載事項 特別記載事項 特別記載事項・検査由来の申し送り事項１ 文字列 32
1197 特別記載事項・検査由来の申し送り事項２ 文字列 32
1198 特別記載事項・検査由来の申し送り事項３ 文字列 32
1199 特別記載事項・検査由来の申し送り事項４ 文字列 32
1200 変換経由・ＸＭＬ経由 次降はシステム管理領域 文字列 32 XML →　CSV　→　標準CSV　の場合には　XMLと表示する
1201 自治体検診対応システム管理

領域
受診者基本情報３

カナ氏名・姓
文字列 32 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000703077.pdf

1202 カナ氏名・名 文字列 32
1203 漢字氏名・姓 文字列 32
1204 漢字氏名・名 文字列 32
1205 受診者の電話番号 文字列 12
1206 肺がん一次検診・問診 肺がん検診・過去の受診歴 文字列 32
1207 肺がん検診・肺がんに係る症状の有無 文字列 32
1208 肺がん検診・喫煙指数 文字列 32
1209 胸部エックス線検査 肺がん検診・胸部エックス線検査判定 文字列 32
1210 肺がん検診・胸部エックス線検査所見 文字列 256
1211 喀痰検査 肺がん検診・喀痰検査受診日 日付 8
1212 肺がん検診・喀痰検査判定 文字列 32
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1213 肺がん検診・喀痰検査所見 文字列 256
1214 検診結果 肺がん検診・精密検査対象有無 文字列 32
1215 肺がん検診・その他所見 文字列 256
1216 肺がん検診による偶発症の有無 文字列 32
1217 肺がん精密検査・検診結果 肺がん検診・精密検査結果 文字列 32
1218 肺がん検診・精密検査その他所見 文字列 256
1219 肺がん検診・精密検査による偶発症の有無 文字列 32
1220 乳がん一次検診・問診 乳がん検診・過去の受診歴 文字列 32
1221 乳がん検診・乳がんに係る症状の有無 文字列 32
1222 マンモグラフィー検査 乳がん検診・マンモグラフィー検査判定 文字列 32
1223 乳がん検診・マンモグラフィー検査所見 文字列 256
1224 検診結果 乳がん検診・精密検査対象有無 文字列 32
1225 乳がん検診・その他所見 文字列 256
1226 乳がん検診による偶発症の有無 文字列 32
1227 乳がん精密検査・検診結果 乳がん検診・精密検査結果 文字列 32
1228 乳がん検診・精密検査その他所見 文字列 256
1229 乳がん検診・精密検査による偶発症の有無 文字列 32
1230 胃がん一次検診・問診 胃がん検診・過去の受診歴 文字列 32
1231 胃がん検診・胃がんに係る症状の有無 文字列 32
1232 胃エックス線検査 胃がん検診・胃部エックス線検査検査判定 文字列 32
1233 胃がん検診・胃部エックス線検査所見 文字列 256
1234 胃内視鏡検査 胃がん検診・胃内視鏡検査検査判定 文字列 32
1235 胃がん検診・胃内視鏡検査所見 文字列 256
1236 検診結果 胃がん検診・精密検査の対象有無 文字列 32
1237 胃がん検診・その他所見 文字列 256
1238 胃がん検診による偶発症の有無 文字列 32
1239 胃がん精密検査・検診結果 胃がん検診・精密検査結果 文字列 32
1240 胃がん検診・精密検査その他所見 文字列 256
1241 胃がん検診・精密検査による偶発症の有無 文字列 32
1242 子宮頸がん一次検診・問診 子宮頸がん検診・過去の受診歴 文字列 32
1243 子宮頸がん検診・子宮頸がんに係る症状の有無 文字列 32
1244 視診・内診 子宮頸がん検診・視診所見有無 文字列 32
1245 子宮頸がん検診・視診所見内容 文字列 256
1246 子宮頸がん検診・内診所見有無 文字列 32
1247 子宮頸がん検診・内診所見内容 文字列 256
1248 頸部細胞診検査 子宮頸がん検診・頸部細胞診検査判定 文字列 32
1249 子宮頸がん検診・頸部細胞診検査所見 文字列 256
1250 検診結果 子宮頸がん検診・精密検査の対象有無 文字列 32
1251 子宮頸がん検診・その他所見 文字列 256
1252 子宮頚がん検診による偶発症の有無 文字列 32
1253 子宮頸がん精密検査・検診結果 子宮頸がん検診・精密検査結果 文字列 32
1254 子宮頸がん検診・精密検査その他所見 文字列 256
1255 子宮頸がん検診・精密検査による偶発症の有無 文字列 32
1256 大腸がん一次検診問診 大腸がん検診・過去の受診歴 文字列 32
1257 大腸がん検診・大腸がんに係る症状の有無 文字列 32
1258 便潜血検査 大腸がん検診・便潜血検査判定 文字列 32
1259 大腸がん検診・便潜血検査所見 文字列 256
1260 検診結果 大腸がん検診・精密検査の対象有無 文字列 32
1261 大腸がん検診・その他所見 文字列 256
1262 大腸がん検診による偶発症の有無 文字列 32
1263 大腸がん精密検査・検診結果 大腸がん検診・精密検査結果 文字列 32
1264 大腸がん検診・精密検査その他所見 文字列 256
1265 大腸がん検診・精密検査による偶発症の有無 文字列 32
1266 肝炎ウイルス一次検診・問診 肝炎ウイルス検診・問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた経験の有無 文字列 32
1267 肝炎ウイルス検診・問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた時期 文字列 32
1268 肝炎ウイルス検診・問診：広範な外科的処置歴の有無 文字列 32
1269 肝炎ウイルス検診・問診：広範な外科的処置時期 文字列 32
1270 肝炎ウイルス検診・問診：妊娠：分娩時の多量出血歴の有無 文字列 32
1271 肝炎ウイルス検診・問診：妊娠：分娩時の多量出血の時期 文字列 32
1272 肝炎ウイルス検診・問診：定期的な肝機能検査受診の有無 文字列 32
1273 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無 文字列 32
1274 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診時期 文字列 32
1275 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎治療歴の有無 文字列 32
1276 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎治療時期 文字列 32
1277 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無 文字列 32
1278 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治時期 文字列 32
1279 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治療歴の有無 文字列 32
1280 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治療時期 文字列 32
1281 B型肝炎ウイルス検査 肝炎ウイルス検診・Ｂ型肝炎ウイルス検査判定 文字列 32
1282 C型肝炎ウイルス検査 肝炎ウイルス検診・Ｃ型肝炎ウイルス検査判定 文字列 32
1283 肝炎ウイルス精密検査・検診結果 肝炎ウイルス検診・精密検査結果 文字列 32
1284 肝炎ウイルス検診・精密検査その他所見 文字列 256
1285 骨粗鬆症一次検診・問診 骨粗鬆症検診・問診：過去の検査判定 文字列 32
1286 骨粗鬆症検診・問診：過去の精密検査の対象有無 文字列 32
1287 骨粗鬆症検診・問診：現在の体重 文字列 32
1288 骨粗鬆症検診・問診：現在の身長 文字列 32
1289 骨粗鬆症検診・問診：骨折の既往歴 文字列 32
1290 骨粗鬆症検診・問診：過去の骨折の部位 文字列 32
1291 骨粗鬆症検診・問診：大腿骨近位部骨折の家族歴 文字列 32
1292 骨粗鬆症検診・問診：喫煙習慣 文字列 32
1293 骨粗鬆症検診・問診：飲酒量 文字列 32
1294 骨粗鬆症検診・問診：ステロイド内服 文字列 32
1295 骨粗鬆症検診・問診：関節リウマチ罹患 文字列 32
1296 骨粗鬆症検診・問診：その他の既往歴 文字列 32
1297 骨粗鬆症検診・問診：活動量・運動頻度 文字列 32
1298 骨粗鬆症検診・問診：月経の有無 文字列 32
1299 骨粗鬆症検診・問診：閉経の理由 文字列 32
1300 骨粗鬆症検診・問診：閉経年齢 文字列 32
1301 骨粗鬆症検診・問診：その他問診事項 文字列 32
1302 DXA検査 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査骨量値 文字列 32
1303 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査骨密度 文字列 32
1304 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査測定部位 文字列 32
1305 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査に使用した機器 文字列 32
1306 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査判定 文字列 32
1307 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査所見 文字列 256
1308 エックス線検査 骨粗鬆症検診・エックス線検査骨量値 文字列 32
1309 骨粗鬆症検診・エックス線検査骨密度 文字列 32
1310 骨粗鬆症検診・エックス線検査測定部位 文字列 32
1311 骨粗鬆症検診・エックス線検査に使用した機器 文字列 32
1312 骨粗鬆症検診・エックス線検査判定 文字列 32
1313 骨粗鬆症検診・エックス線検査所見 文字列 256
1314 CT検査 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査骨量値 文字列 32
1315 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査骨密度 文字列 32
1316 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査測定部位 文字列 32
1317 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査に使用した機器 文字列 32
1318 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査判定 文字列 32
1319 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査所見 文字列 256
1320 超音波検査 骨粗鬆症検診・超音波検査骨量値 文字列 32
1321 骨粗鬆症検診・超音波検査骨密度 文字列 32
1322 骨粗鬆症検診・超音波検査測定部位 文字列 32
1323 骨粗鬆症検診・超音波検査に使用した機器 文字列 32
1324 骨粗鬆症検診・超音波検査判定 文字列 32
1325 骨粗鬆症検診・超音波検査所見 文字列 256
1326 検診結果 骨粗鬆症検診・判定 文字列 32
1327 骨粗鬆症精密検査・検診結果 骨粗鬆症検診・精密検査結果 文字列 32
1328 骨粗鬆症検診・精密検査その他所見 文字列 256
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1329 歯周疾患検診・問診 歯周疾患検診・問診：１日での歯をみがく頻度 文字列 32
1330 歯周疾患検診・問診：歯間ブラシやフロスの使用頻度 文字列 32
1331 歯周疾患検診・問診：過去１年間の歯科検診の受診の有無 文字列 32
1332 歯周疾患検診・問診：喫煙歴 文字列 32
1333 歯周疾患検診・問診：喫煙を開始した年齢 文字列 32
1334 歯周疾患検診・問診：喫煙を止めた年齢 文字列 32
1335 歯周疾患検診・問診：１日の平均喫煙本数 文字列 32
1336 歯周疾患検診・問診：糖尿病罹患の有無 文字列 32
1337 歯周疾患検診・問診：関節リウマチ罹患の有無 文字列 32
1338 歯周疾患検診・問診：狭心症：心筋梗塞：脳梗塞罹患の有無 文字列 32
1339 歯周疾患検診・問診：内蔵脂肪型肥満の有無 文字列 32
1340 歯周疾患検診・問診：妊娠の有無 文字列 32
1341 歯周疾患検診・問診：その他全身の状態 文字列 32
1342 歯数 歯周疾患検診・健全歯数 文字列 32
1343 歯周疾患検診・未処置歯数 文字列 32
1344 歯周疾患検診・処置歯数 文字列 32
1345 歯周疾患検診・喪失歯数 文字列 32
1346 歯周疾患検診・要補綴歯数 文字列 32
1347 歯周疾患検診・欠損補綴歯数 文字列 32
1348 歯周疾患検診・現在歯数 文字列 32
1349 歯肉出血 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：１７または１６ 文字列 32
1350 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：１１ 文字列 32
1351 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：２６または２７ 文字列 32
1352 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：４７または４６ 文字列 32
1353 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：３１ 文字列 32
1354 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：３６または３７ 文字列 32
1355 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：最大値 文字列 32
1356 歯周ポケット 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：１７または１６ 文字列 32
1357 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：１１ 文字列 32
1358 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：２６または２７ 文字列 32
1359 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：４７または４６ 文字列 32
1360 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：３１ 文字列 32
1361 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：３６または３７ 文字列 32
1362 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：最大値 文字列 32
1363 歯石等 歯周疾患検診・歯石の付着 文字列 32
1364 歯周疾患検診・口腔清掃状態 文字列 32
1365 歯周疾患検診・歯列咬合所見 文字列 256
1366 歯周疾患検診・顎関節所見 文字列 256
1367 歯周疾患検診・粘膜所見 文字列 256
1368 歯周疾患検診・その他所見 文字列 256
1369 歯周疾患検診・判定区分 文字列 32
1370 歯周疾患精密検査 歯周疾患検診・精密検査結果 文字列 32
1371 歯周疾患検診・精密検査その他所見 文字列 256
1372 妊婦健診 妊婦健診・不規則抗体検査 用語表130所見区分 文字列 32
1373 妊婦健診・ヒト免疫不全ウイルス検査ＨＩＶ 用語表135半定量区分 文字列 32
1374 妊婦健診・風疹ウイルス抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 32
1375 妊婦健診・成人Ｔ細胞白血病ウイルス検査ＨＴＬＶ‐１抗体 用語表135半定量区分 文字列 32
1376 妊婦健診・トキソプラズマ抗体検査 用語表135半定量区分 文字列 32
1377 妊婦健診・Ｂ群溶結連鎖球菌 用語表135半定量区分 文字列 32
1378 妊婦健診・性器クラミジア検査 用語表135半定量区分 文字列 32
1379 妊婦健診・胎児心拍数モニタリング判定ＮＳＴ 用語表135半定量区分 文字列 32
1380 妊婦健診・風疹 文字列 32
1381 妊婦健診・麻疹 文字列 32
1382 妊婦健診・水疱瘡 文字列 32
1383 妊婦健診・ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型 文字列 32
1384 妊婦健診・小児肺炎球菌 文字列 32
1385 妊婦健診・Ｂ型肝炎 文字列 32
1386 妊婦健診・ジフテリア 文字列 32
1387 妊婦健診・百日咳 文字列 32
1388 妊婦健診・破傷風 文字列 32
1389 妊婦健診・ポリオ・急性灰白髄炎 文字列 32
1390 妊婦健診・ＢＣＧ 文字列 32
1391 分娩時情報 妊婦健診・分娩日時 文字列 32
1392 妊婦健診・妊娠週・日 day 数字 8
1393 妊婦健診・分娩経過 文字列 32
1394 妊婦健診・分娩方法 文字列 32
1395 妊婦健診・分娩所要時間 hour 数字 8
1396 妊婦健診・出血量 ml 数字 8
1397 妊婦健診・輸血の有無 文字列 32
1398 胎児情報 妊婦健診・胎児・性別 文字列 32
1399 妊婦健診・胎児数 数字 8
1400 妊婦健診・胎児・体重 g 数字 8
1401 妊婦健診・胎児・身長 cm 数字 8
1402 妊婦健診・胎児・胸囲 cm 数字 8
1403 妊婦健診・胎児・頭囲 cm 数字 8
1404 妊婦健診・特別な所見 文字列 256
1405 出産場所 妊婦健診・出産場所 文字列 32
1406 妊婦健診・医師名 文字列 32
1407 妊婦健診・助産師名 文字列 32
1408 産後の経過 妊婦健診・産後日月数 day 数字 8
1409 妊婦健診・子宮復古 文字列 32
1410 妊婦健診・悪露 文字列 32
1411 妊婦健診・乳房の状態 文字列 32
1412 妊婦健診予備項目 ７４５予備
1413 ７４６予備
1414 早期新生児の経過 新生児・日齢 day 数字 8
1415 新生児・哺乳力 文字列 32
1416 新生児・栄養法 文字列 32
1417 新生児・離乳 文字列 32
1418 新生児・先天性代謝異常検査 文字列 32
1419 新生児・新生児聴覚検査・リファー・右 文字列 32
1420 新生児・新生児聴覚検査・リファー・左 文字列 32
1421 新生児・股関節開排制限 文字列 32
1422 乳幼児健診 乳幼児・在胎週数 week 数字 8
1423 乳幼児・胸囲 cm 数字 8
1424 乳幼児・頭囲 cm 数字 8
1425 乳幼児・診療所見 文字列 256
1426 乳幼児・眼科所見 文字列 256
1427 乳幼児・耳鼻咽喉科所見 文字列 256
1428 乳幼児・歯科所見 文字列 256
1429 乳幼児・インフルエンザ菌ｂ型 文字列 32
1430 乳幼児・小児肺炎球菌 文字列 32
1431 乳幼児・Ｂ形肝炎 文字列 32
1432 乳幼児・四種混合 文字列 32
1433 乳幼児・ＢＣＧ 文字列 32
1434 乳幼児・麻疹・風疹 文字列 32
1435 乳幼児・水痘 文字列 32
1436 乳幼児・日本脳炎 文字列 32
1437 予備項目 予備項目 １４３７予備
1438 １４３８予備
1439 １４３９予備
1440 １４４０予備
1441 １４４１予備
1442 １４４２予備
1443 １４４３予備
1444 １４４４予備
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1445 １４４５予備
1446 １４４６予備
1447 １４４７予備
1448 １４４８予備
1449 １４４９予備
1450 １４５０予備
1451 １４５１予備
1452 １４５２予備
1453 １４５３予備
1454 １４５４予備
1455 １４５５予備
1456 １４５６予備
1457 １４５７予備
1458 １４５８予備
1459 １４５９予備
1460 １４６０予備
1461 １４６１予備
1462 １４６２予備
1463 １４６３予備
1464 １４６４予備
1465 １４６５予備
1466 １４６６予備
1467 １４６７予備
1468 １４６８予備
1469 １４６９予備
1470 １４７０予備
1471 １４７１予備
1472 １４７２予備
1473 １４７３予備
1474 １４７４予備
1475 １４７５予備
1476 １４７６予備
1477 １４７７予備
1478 １４７８予備
1479 １４７９予備
1480 １４８０予備
1481 １４８１予備
1482 １４８２予備
1483 １４８３予備
1484 １４８４予備
1485 １４８５予備
1486 １４８６予備
1487 １４８７予備
1488 １４８８予備
1489 １４８９予備
1490 １４９０予備
1491 １４９１予備
1492 １４９２予備
1493 １４９３予備
1494 １４９４予備
1495 １４９５予備
1496 １４９６予備
1497 １４９７予備
1498 １４９８予備
1499 １４９９予備
1500 １５００予備
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項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
QRコード

JLAC10コード

1 健診実施年月日 健診履歴情報 健診実施年月日 TRUE 1
2 健診実施機関番号 健診実施機関番号 TRUE 2
3 健診実施機関名称 健診実施機関名称 TRUE 3
4 健診管理用受診者ＩＤ１ 健診管理用受診者ＩＤ１ TRUE 4
5 健診管理用受診者ＩＤ２ 健診管理用受診者ＩＤ２ TRUE 5
6 健診分類 健診分類・種別 FALSE 名称変更 6
7 特定健診・特殊健診の同時実施 特定健診・特殊健診の同時実施 TRUE 7
8 健診コース名称 健診コース名称 TRUE 8
9 カナ氏名 受診者基本情報 カナ氏名 TRUE 9
10 漢字氏名 漢字氏名 TRUE A
11 英字氏名 英字氏名 TRUE B
12 生年月日 生年月日 TRUE C
13 受診時年齢 受診時年齢 TRUE D
14 性別 性別 TRUE E
15 居住地郵便番号 居住地郵便番号 TRUE F
16 住所 住所 TRUE G
17 保険者番号 医療保険等関連情報 保険者番号 TRUE H
18 被保険者証等記号 被保険者証等記号 TRUE I
19 被保険者証等番号 被保険者証等番号 TRUE J
20 資格区分 資格区分 TRUE K
21 続柄 枝番 FALSE 項目変更 L
22 団体名称・所属事業所名称 所属情報 健診実施主体名称 FALSE 名称変更 M
23 勤務地郵便番号 勤務地郵便番号 TRUE N
24 所属名称 所属名称 TRUE O
25 受診券管理番号 受診券管理番号 TRUE P
26 業種 業種 TRUE Q
27 職種 職種 TRUE R
28 オプトアウトコード システム管理情報 オプトアウトコード TRUE S
29 検体検査委託先コード 検体検査委託先コード TRUE T
30 個別医療機関コード 個別医療機関コード TRUE U
31 民間代行機関コード 健診実施主体・送付先団体コード FALSE 名称変更 V
32 健診標準フォーマットバージョン情報 健診標準フォーマットバージョン情報 TRUE W
33 送付先管理コード 送付先団体受診者管理コード FALSE 名称変更 X
34 標準変換ツール認証コード 標準変換ツール認証コード TRUE Y
35 特定健診・受診券整理番号 特定健診管理項目 特定健診・受診券整理番号 TRUE Z
36 特定保健指導・利用券整理番号 特定保健指導・利用券整理番号 TRUE 10
37 特定健診・受診券有効期限 特定健診・受診券有効期限 TRUE 11
38 貧血検査の実施理由 特定健診検査実施理由等 貧血検査の実施理由 TRUE 12 2A020161001930149
39 血清クレアチニンの詳細対象者 血清クレアチニンの詳細対象者 TRUE 13 3C015161602399911
40 血清クレアチニンの実施理由 血清クレアチニンの実施理由 TRUE 14 3C015161002399949
41 心電図検査の詳細対象者 心電図検査の詳細対象者 TRUE 15 9A110161600000011
42 心電図検査の実施理由 心電図検査の実施理由 TRUE 16 9A110161000000049
43 眼底検査の詳細対象者 眼底検査の詳細対象者 TRUE 17 9E100161600000011
44 眼底検査の実施理由 眼底検査の実施理由 TRUE 18 9E100161000000049
45 聴力１０００Ｈｚ有所見フラグ 労基署集計有所見フラグ 聴力１０００Ｈｚ有所見フラグ TRUE 19
46 聴力４０００Ｈｚ有所見フラグ 聴力４０００Ｈｚ有所見フラグ TRUE 1A
47 聴力会話法有所見フラグ 聴力会話法有所見フラグ TRUE 1B
48 胸部有所見フラグ 胸部有所見フラグ TRUE 1C
49 喀痰検査有所見フラグ 喀痰検査有所見フラグ TRUE 1D
50 血圧有所見フラグ 血圧有所見フラグ TRUE 1E
51 貧血有所見フラグ 貧血有所見フラグ TRUE 1F
52 肝機能検査有所見フラグ 肝機能検査有所見フラグ TRUE 1G
53 脂質検査有所見フラグ 脂質検査有所見フラグ TRUE 1H
54 血糖検査有所見フラグ 血糖検査有所見フラグ TRUE 1I
55 尿糖検査有所見フラグ 尿糖検査有所見フラグ TRUE 1J
56 尿蛋白検査有所見フラグ 尿蛋白検査有所見フラグ TRUE 1K
57 心電図有所見フラグ 心電図有所見フラグ TRUE 1L
58 有所見者フラグ 有所見者フラグ TRUE 1M
59 医師の指示フラグ 医師の指示フラグ TRUE 1N
60 身長 身体計測 身長 TRUE 1O 9N001000000000001
61 体重 体重 TRUE 1P 9N006000000000001
62 実施区分・身体計測 実施区分・身体計測 TRUE 1Q
63 ＢＭＩ ＢＭＩ TRUE 1R 9N011000000000001
64 体脂肪率 体脂肪率 TRUE 1S 9N013000009926401
65 腹囲 腹囲 TRUE 1T 9N016160100000001
66 腹囲測定法 腹囲測定法 TRUE 1U

ＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角
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項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
QRコード

JLAC10コードＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角

67 実施区分・内臓脂肪面積 実施区分・内臓脂肪面積 TRUE 1V
68 内臓脂肪面積 内臓脂肪面積 TRUE 1W 9N021000000000001
69 実施区分・聴力 聴力検査 実施区分・聴力 TRUE 1X
70 聴力検査方法 聴力検査方法 TRUE 1Y 9D100164000000011
71 聴力所見区分１０００Ｈｚ・右 聴力所見区分１０００Ｈｚ・右 TRUE 1Z 9D100163100000011
72 聴力所見区分４０００Ｈｚ・右 聴力所見区分４０００Ｈｚ・右 TRUE 20 9D100163200000011
73 聴力所見区分１０００Ｈｚ・左 聴力所見区分１０００Ｈｚ・左 TRUE 21 9D100163500000011
74 聴力所見区分４０００Ｈｚ・左 聴力所見区分４０００Ｈｚ・左 TRUE 22 9D100163600000011
75 聴力所見区分・右 聴力所見区分・右 TRUE 23
76 聴力所見区分・左 聴力所見区分・左 TRUE 24
77 聴力１０００Ｈｚ・右 聴力１０００Ｈｚ・右 TRUE 25
78 聴力４０００Ｈｚ・右 聴力４０００Ｈｚ・右 TRUE 26
79 聴力１０００Ｈｚ・左 聴力１０００Ｈｚ・左 TRUE 27
80 聴力４０００Ｈｚ・左 聴力４０００Ｈｚ・左 TRUE 28
81 聴力所見区分・会話法等 聴力所見区分・会話法等 TRUE 29
82 実施区分・視力 視力測定 実施区分・視力 TRUE 2A
83 視力矯正区分 視力矯正区分 TRUE 2B
84 視力５ｍ裸眼・右 視力５ｍ裸眼・右 TRUE ↓↑’追加 2C 9E160162100000001
85 視力５ｍ裸眼・左 視力５ｍ裸眼・左 TRUE ↓↑’追加 2D 9E160162200000001
86 視力５ｍ裸眼・両 視力５ｍ裸眼・両 TRUE ↓↑’追加 2E
87 視力５ｍ矯正・右 視力５ｍ矯正・右 TRUE ↓↑’追加 2F 9E160162500000001
88 視力５ｍ矯正・左 視力５ｍ矯正・左 TRUE ↓↑’追加 2G 9E160162600000001
89 視力５ｍ矯正・両 視力５ｍ矯正・両 TRUE ↓↑’追加 2H
90 近方視力測定距離 近見視力測定距離 FALSE 名称変更 2I
91 視力近方裸眼・右 視力近見裸眼・右 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2J
92 視力近方裸眼・左 視力近見裸眼・左 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2K
93 視力近方裸眼・両 視力近見裸眼・両 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2L
94 視力近方矯正・右 視力近見矯正・右 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2M
95 視力近方矯正・左 視力近見矯正・左 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2N
96 視力近方矯正・両 視力近見矯正・両 FALSE 名称変更、'↓↑’追加 2O
97 色覚・所見 色覚 色覚・所見 TRUE 2P
98 眼底・所見解釈区分 眼底所見 眼底・所見解釈区分 TRUE 2Q
99 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・右 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・右 TRUE 2R
100 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・左 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ・左 TRUE 2S
101 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｈ TRUE 2T 9E100166100000011
102 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・右 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・右 TRUE 2U
103 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・左 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ・左 TRUE 2V
104 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ 眼底Ｓｃｈｅｉｅ・Ｓ TRUE 2W 9E100166200000011
105 眼底Ｋｅｉｔｈ－Ｗａｇｅｎｅｒ・右 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ・右 FALSE 用語変更（－ → ‐） 2X
106 眼底Ｋｅｉｔｈ－Ｗａｇｅｎｅｒ・左 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ・左 FALSE 用語変更（－ → ‐） 2Y
107 眼底Ｋｅｉｔｈ－Ｗａｇｅｎｅｒ 眼底Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｅｎｅｒ FALSE 用語変更（－ → ‐） 2Z 9E100166000000011
108 眼底Ｗｏｎｇ－Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・右 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・右 FALSE 用語変更（－ → ‐） 30
109 眼底Ｗｏｎｇ－Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・左 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ・左 FALSE 用語変更（－ → ‐） 31
110 眼底Ｗｏｎｇ－Ｍｉｔｃｈｅｌｌ 眼底Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ FALSE 用語変更（－ → ‐） 32 9E100166600000011
111 眼底Ｓｃｏｔｔ・右 眼底Ｓｃｏｔｔ・右 TRUE 33
112 眼底Ｓｃｏｔｔ・左 眼底Ｓｃｏｔｔ・左 TRUE 34
113 眼底Ｓｃｏｔｔ 眼底Ｓｃｏｔｔ TRUE 35 9E100166300000011
114 眼底改変Ｄａｖｉｓ・右 眼底改変Ｄａｖｉｓ・右 TRUE 36
115 眼底改変Ｄａｖｉｓ・左 眼底改変Ｄａｖｉｓ・左 TRUE 37
116 眼底改変Ｄａｖｉｓ 眼底改変Ｄａｖｉｓ TRUE 38 9E100166500000011
117 眼底所見・右 眼底所見・右 TRUE 39
118 眼底所見・左 眼底所見・左 TRUE 3A
119 眼底所見 眼底所見 TRUE 3B 9E100160900000049
120 眼圧・右 眼圧測定 眼圧・右 TRUE 表示桁数変更 #0.0 3C 9E105162100000001
121 眼圧・左 眼圧・左 TRUE 表示桁数変更 #0.0 3D 9E105162200000001
122 血圧収縮期・１回目 血圧測定 血圧収縮期・１回目 TRUE 3E 9A751000000000001
123 血圧収縮期・２回目 血圧収縮期・２回目 TRUE 3F 9A752000000000001
124 血圧収縮期 血圧収縮期・その他 FALSE 名称変更 3G 9A755000000000001
125 血圧拡張期・１回目 血圧拡張期・１回目 TRUE 3H 9A761000000000001
126 血圧拡張期・２回目 血圧拡張期・２回目 TRUE 3I 9A762000000000001
127 血圧拡張期 血圧拡張期・その他 FALSE 名称変更 3J 9A765000000000001
128 脈拍数 脈拍数 TRUE 3K 9N121000000000001
129 降圧剤の当日服用の有無 降圧薬の当日服用の有無 FALSE 名称変更 3L
130 心電図安静時検査法 心電図安静時 安静時心電図検査法 FALSE 名称変更 3M
131 心電図安静時・所見解釈区分 安静時心電図・所見解釈区分 FALSE 名称変更 3N 9A110160700000011
132 心電図安静時・所見 安静時心電図・所見 FALSE 名称変更 3O 9A110160800000049
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項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
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JLAC10コードＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角

133 安静時心拍数 安静時心拍数 TRUE 3P 9N121000000000001
134 心電図負荷時検査法 心電図負荷時 負荷心電図検査法 FALSE 名称変更 3Q
135 心電図負荷時・所見解釈区分 負荷心電図・所見解釈区分 FALSE 名称変更 3R
136 心電図負荷時・所見 負荷心電図・所見 FALSE 名称変更 3S
137 心臓・超音波・所見解釈区分 心臓超音波検査 心臓・超音波・所見解釈区分 TRUE 3T
138 心臓・超音波・部位・所見 心臓・超音波・部位・所見 TRUE 3U
139 頸動脈・超音波・所見解釈区分 頸動脈超音波検査 頸動脈・超音波・所見解釈区分 TRUE 3V
140 頸動脈・超音波・部位・所見 頸動脈・超音波・部位・所見 TRUE 3W
141 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・右 動脈硬化検査 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・右 TRUE 3X
142 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・左 足関節上腕血圧比・ＡＢＩ・左 TRUE 3Y
143 脈波伝播速度・ＰＷＶ・右 脈波伝播速度・ＰＷＶ・右 TRUE 3Z
144 脈波伝播速度・ＰＷＶ・左 脈波伝播速度・ＰＷＶ・左 TRUE 40
145 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・右 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・右 TRUE 41
146 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・左 心臓足首血管指数・ＣＡＶＩ・左 TRUE 42
147 胸部・所見解釈区分 胸部画像所見 胸部・所見解釈区分 TRUE 43
148 胸部・Ｘ線検査法 胸部・Ｘ線検査法 TRUE 44
149 胸部・Ｘ線検査・部位・所見 胸部・Ｘ線検査・部位・所見 TRUE 45 9N206160800000049
150 胸部・ＣＴ検査・部位・所見 胸部・ＣＴ検査・部位・所見 TRUE 46 9N251160800000049
151 胸部・画像検査法 胸部・画像検査法 TRUE 47
152 胸部・部位・所見 胸部・部位・所見 TRUE 48
153 心胸比 心胸比 TRUE 49
154 肺活量・ＶＣ 肺機能検査 肺活量・ＶＣ TRUE 4A
155 努力性肺活量 努力性肺活量・ＦＶＣ FALSE 名称変更 4B 9C310000000000001
156 予測肺活量 予測肺活量 TRUE 4C
157 ％肺活量 ％肺活量・％ＶＣ FALSE 名称変更 4D 9C380000000000002
158 １秒量・ＦＥＶ１ １秒量・ＦＥＶ１．０ FALSE 名称変更 4E 9C320000000000001
159 予測１秒量 予測１秒量 TRUE 4F
160 １秒率・ＦＥＶ１．０％ １秒率・ＦＥＶ１．０％ TRUE 4G 9C330000000000002
161 ％１秒量・％ＦＥＶ１．０ ％１秒量・％ＦＥＶ１．０ TRUE 4H
162 肺機能障害分類 肺機能障害分類 TRUE 4I
163 喀痰細胞診結果クラス分類 喀痰検査 喀痰細胞診結果クラス分類 TRUE 4J
164 喀痰細胞診所見肺がん学会区分 喀痰細胞診所見肺がん学会区分 TRUE 4K 7A010000006143311
165 喀痰細胞診・所見 喀痰検査・喀痰細胞診・所見 FALSE 名称変更 4L
166 抗酸菌塗抹検査 喀痰検査・抗酸菌塗抹検査 FALSE 名称変更 4M 6A205000006171711
167 一般細菌塗抹検査 喀痰検査・一般細菌塗抹検査 FALSE 名称変更 4N 6A010160806170449
168 実施区分・尿検査 尿一般検査 実施区分・尿検査 TRUE 4O
169 尿糖・定性半定量 尿糖・定性半定量 TRUE 4P 1A020000000190111
170 尿蛋白・定性半定量 尿蛋白・定性半定量 TRUE 4Q 1A010000000190111
171 尿潜血・定性半定量 尿潜血・定性半定量 TRUE 4R 1A100000000190111
172 尿ウロビリノーゲン・定性半定量 尿ウロビリノーゲン・定性半定量 TRUE 4S 1A040000000190111
173 尿ビリルビン・定性半定量 尿ビリルビン・定性半定量 TRUE 4T 1A055000000190111
174 尿中ケトン・定性半定量 尿中ケトン・定性半定量 TRUE 4U 1A060000000190111
175 尿糖・定量 尿糖・定量 TRUE 4V 1A025000000191101
176 尿蛋白・定量 尿蛋白・定量 TRUE 4W 1A015000000191101
177 尿ビリルビン・定量 尿ビリルビン・定量 TRUE 4X 1A056000000127101
178 尿中アミラーゼ・定量 尿中アミラーゼ・定量 TRUE 4Y 3B160000000127101
179 尿中アルブミン・定量 尿中アルブミン・定量 TRUE 4Z 3A015000000499901
180 尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数 尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数 TRUE 50 3A015000000199928
181 尿中アルブミン１日量 尿中アルブミン１日量 TRUE 51 3A015000000499926
182 尿ｐＨ 尿ｐＨ TRUE 52 1A035000000190101
183 尿ｐＨ区分 尿ｐＨ区分 TRUE 53
184 尿比重 尿比重 TRUE ↓↑’追加 54 1A030000000199901
185 尿沈渣・赤血球 尿沈渣 尿沈渣・赤血球 TRUE 55 1A105000000166251
186 尿沈渣・白血球 尿沈渣・白血球 TRUE 56 1A105000000166252
187 尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・扁平上皮 TRUE 57 1A105000000166254
188 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・顆粒円柱 TRUE 58 1A105000000166269
189 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・硝子円柱 TRUE 59 1A105000000166267
190 尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・上皮円柱 TRUE 5A 1A105000000166268
191 尿沈渣・細菌 尿沈渣・細菌 TRUE 5B 1A105000000166285
192 尿沈渣・項目名と結果 尿沈渣・項目名と結果 TRUE 5C 1A105160800166249
193 便潜血定量・１回目 便検査 便潜血定量・１回目 TRUE 5D
194 便潜血定量・２回目 便潜血定量・２回目 TRUE 5E
195 便潜血定性・１回目 便潜血定性・１回目 TRUE 5F 1B030000001599811
196 便潜血定性・２回目 便潜血定性・２回目 TRUE 5G
197 便虫卵等所見 便虫卵等所見 TRUE 5H 1B010000001570111
198 血液検体状態 血液検査付帯情報 血液検体状態 TRUE 5I
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199 生化学検体状態 生化学検体状態 TRUE 5J
200 食後経過時間区分 食後経過時間区分 TRUE 5K 9N141000000000011
201 食後経過時間 食後経過時間 TRUE 5L
202 血液型・ＡＢＯ式 血液型 血液型・ＡＢＯ式 TRUE 5M 5H010000001999911
203 血液型・Ｒｈ式 血液型・Ｒｈ式 TRUE 5N 5H020000001999911
204 血液一般・赤血球数 血液一般 血液一般・赤血球数 TRUE 5O 2A020000001930101
205 血液一般・血色素量・Ｈｂ 血液一般・血色素量・ヘモグロビン FALSE 名称変更 5P 2A030000001930101
206 血液一般・白血球数 血液一般・白血球数 TRUE 5Q 2A010000001930101
207 血液一般・ヘマクリット値 血液一般・ヘマクリット FALSE 名称変更 5R 2A040000001930102
208 血液一般・血小板数 血液一般・血小板数 TRUE 5S 2A050000001930101
209 血液一般・ＭＣＶ 血液一般・ＭＣＶ TRUE 5T 2A060000001930101
210 血液一般・ＭＣＨ 血液一般・ＭＣＨ TRUE 5U 2A070000001930101
211 血液一般・ＭＣＨＣ 血液一般・ＭＣＨＣ TRUE 5V 2A080000001930101
212 白血球像・好中球・Ｎｅｕｔｒｏ 血液白血球像 白血球像・好中球・Ｎｅｕｔｒｏ TRUE 5W 2A160000001960351
213 白血球像・桿状核球・Ｓｔａｂ 白血球像・桿状核球・Ｓｔａｂ TRUE 5X 2A160000001960352
214 白血球像・分葉核球・Ｓｅｇ 白血球像・分葉核球・Ｓｅｇ TRUE 5Y 2A160000001960353
215 白血球像・リンパ球・Ｌｙｍｐｈｏ 白血球像・リンパ球・Ｌｙｍｐｈｏ TRUE 5Z 2A160000001960357
216 白血球像・単球・Ｍｏｎｏ 白血球像・単球・Ｍｏｎｏ TRUE 60 2A160000001960356
217 白血球像・好酸球・Ｅｏｓｉｎｏ 白血球像・好酸球・Ｅｏｓｉｎｏ TRUE 61 2A160000001960354
218 白血球像・好塩基球・Ｂａｓｏ 白血球像・好塩基球・Ｂａｓｏ TRUE 62 2A160000001960355
219 白血球像・異型リンパ球 白血球像・異型リンパ球 TRUE 63 2A160000001960358
220 白血球像・骨髄球 白血球像・骨髄球 TRUE 64 2A160000001960359
221 白血球像・後骨髄球 白血球像・後骨髄球 TRUE 65 2A160000001960360
222 白血球像・その他 白血球像・その他 TRUE 66 2A160000001960377
223 血沈１時間 血沈１時間 TRUE 67 2Z010000001992052
224 血沈２時間 血沈２時間 TRUE 68 2Z010000001992053
225 ２２５予備 予備項目 ２２５予備 TRUE 69
226 ２２６予備 ２２６予備 TRUE 6A
227 ２２７予備 ２２７予備 TRUE 6B
228 ２２８予備 ２２８予備 TRUE 6C
229 ２２９予備 ２２９予備 TRUE 6D
230 ＡＳＴ・ＧＯＴ 生化学的検査 ＡＳＴ・ＧＯＴ TRUE 6E 3B035000002399901
231 ＡＬＴ・ＧＰＴ ＡＬＴ・ＧＰＴ TRUE 6F 3B045000002399901
232 γ－ＧＴ γ‐ＧＴ FALSE 用語変更（－ → ‐） 6G 3B090000002399901
233 ＡＬＰ（ＪＳＣＣ） ＡＬＰ・ＪＳＣＣ FALSE 用語変更（カッコは利用しない） 6H 3B070000002399901
234 ＬＤ・ＬＤＨ ＬＤ・ＬＤＨ TRUE 6I 3B050000002399801
235 ＬＡＰ ＬＡＰ TRUE 6J 3B135000002399801
236 コリンエステラーゼ コリンエステラーゼ TRUE 6K 3B110000002399801
237 ＣＰＫ ＣＰＫ TRUE 6L 3B010000002399801
238 血清アミラーゼ 血清アミラーゼ TRUE 6M 3B160000002399801
239 膵型アミラーゼ 膵型アミラーゼ TRUE 6N 3B175000002327101
240 リパーゼ リパーゼ TRUE 6O 3B180000002399801
241 総蛋白 総蛋白 TRUE 6P 3A010000002399901
242 アルブミン アルブミン TRUE 6Q 3A015000002399901
243 血清・Ａ／Ｇ 血清・Ａ／Ｇ TRUE 6R 3A016000002327102
244 蛋白分画・アルブミン 蛋白分画・アルブミン TRUE 6S 3A020000002323251
245 蛋白分画・α１グロブリン 蛋白分画・α１グロブリン TRUE 6T 3A020000002323252
246 蛋白分画・α２グロブリン 蛋白分画・α２グロブリン TRUE 6U 3A020000002323253
247 蛋白分画・βグロブリン 蛋白分画・βグロブリン TRUE 6V 3A020000002323254
248 蛋白分画・γグロブリン 蛋白分画・γグロブリン TRUE 6W 3A020000002323255
249 蛋白分画・Ａ／Ｇ 蛋白分画・Ａ／Ｇ TRUE 6X 3A020000002323258
250 総ビリルビン 総ビリルビン TRUE 6Y 3J010000002399901
251 直接ビリルビン 直接ビリルビン TRUE 6Z 3J015000002327101
252 総コレステロール 総コレステロール TRUE 70 3F050000002399901
253 ＨＤＬコレステロール ＨＤＬコレステロール TRUE 71 3F070000002399901
254 ＬＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール TRUE 72 3F077000002399901
255 ＬＤＬコレステロール・Ｆｒｉｅｄｅｗａｌｄ式 ＬＤＬコレステロール・Ｆｒｉｅｄｅｗａｌｄ式 TRUE 73 3F077000002391901
256 ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール ｎｏｎ‐ＨＤＬコレステロール FALSE 用語変更（－ → ‐） 74 3F069000002391901
257 中性脂肪 中性脂肪 TRUE 75 3F015000002399901
258 βリポ蛋白 βリポ蛋白 TRUE 76 3F130000002399801
259 空腹時血糖 空腹時血糖 TRUE 77 3D010000001999901
260 随時血糖 随時血糖 TRUE 78 3D010129901999901
261 ＨｂＡ１ｃ・ＮＧＳＰ ＨｂＡ１ｃ・ＮＧＳＰ TRUE 79 3D046000001999902
262 血糖・０分 血糖・０分 TRUE 7A 3D010100001999901
263 血糖・３０分 血糖・３０分 TRUE 7B
264 血糖・６０分 血糖・６０分 TRUE 7C 3D010106001999901
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265 血糖・１２０分 血糖・１２０分 TRUE 7D 3D010112001999901
266 尿糖・０分・定量 尿糖・０分・定量 TRUE 7E
267 尿糖・３０分・定量 尿糖・３０分・定量 TRUE 7F
268 尿糖・６０分・定量 尿糖・６０分・定量 TRUE 7G 1A020106000190111
269 尿糖・１２０分・定量 尿糖・１２０分・定量 TRUE 7H 1A020112000190111
270 インスリン分泌指数 インスリン分泌指数・空腹時インスリン値（ＩＲＩ） FALSE 用語変更 7I
271 インスリン抵抗性 インスリン抵抗性・ＨＯＭＡ‐Ｒ FALSE 用語変更 7J
272 血清・クレアチニン 血清・クレアチニン TRUE 7K 3C015000002399901
273 尿素窒素・ＢＵＮ 尿素窒素・ＢＵＮ TRUE 7L 3C025000002399801
274 糸球体濾過量・ｅＧＦＲ 糸球体濾過量・ｅＧＦＲ TRUE 7M 8A065000002391901
275 血清・尿酸 血清・尿酸 TRUE 7N 3C020000002399901
276 血清・ナトリウム 血清・ナトリウム TRUE 7O 3H010000002326101
277 血清・カリウム 血清・カリウム TRUE 7P 3H015000002326101
278 血清・クロール 血清・クロール TRUE 7Q 3H020000002326101
279 血清・カルシウム 血清・カルシウム TRUE 7R 3H030000002327101
280 血清・マグネシウム 血清・マグネシウム TRUE 7S 3H025000002327101
281 血清・無機リン 血清・無機リン TRUE 7T 3H040000002327101
282 血清・鉄 血清・鉄 TRUE 7U 3I010000002327101
283 血清・フェリチン 血清・フェリチン TRUE 7V 5C095000002399901
284 総鉄結合能・ＴＩＢＣ 総鉄結合能・ＴＩＢＣ TRUE 7W 3I015000002327101
285 不飽和鉄結合能・ＵＩＢＣ 不飽和鉄結合能・ＵＩＢＣ TRUE 7X 3I020000002327101
286 ＣＲＰ定量・ＬＡ法 生化学検査その他 ＣＲＰ定量・ＬＡ法 TRUE '↓↑’追加 7Y 5C070000002399901
287 ＣＲＰ定性 ＣＲＰ定性 TRUE 7Z
288 高感度ＣＲＰ・ＬＡネフェロメトリー法 高感度ＣＲＰ・ＬＡネフェロメトリー法 TRUE 80
289 リウマチ因子・ＲＦ定性 リウマチ因子・ＲＦ定性 TRUE 81 5G160000002311611
290 リウマチ因子・ＲＦ定量 リウマチ因子・ＲＦ定量 TRUE '↓↑’追加 82 5G160000002306101
291 ＡＳＯ定性 ＡＳＯ定性 TRUE 83
292 ＡＳＯ定量 ＡＳＯ定量 TRUE 84 5E035000002306101
293 ＢＮＰ・脳性ナトリウム利尿ポリペプチド ＢＮＰ・脳性ナトリウム利尿ポリペプチド TRUE 85 4Z271000002200601
294 ＨＢｓ抗原定量 ＨＢｓ抗原定量 TRUE '↓↑’追加 86 5F016141002305101
295 ＨＢｓ抗原定性 ＨＢｓ抗原定性 TRUE 87 5F016141002399811
296 ＨＢｓ抗体定量 ＨＢｓ抗体定量 TRUE '↓↑’追加 88 5F016143002305101
297 ＨＢｓ抗体定性 ＨＢｓ抗体定性 TRUE 89 5F016143002305111
298 ＨＣＶ抗体定量 ＨＣＶ抗体定量 TRUE '↓↑’追加 8A
299 ＨＣＶ抗体定性 ＨＣＶ抗体定性 TRUE 8B 5F360149502399811
300 ＨＣＶ抗原定性 ＨＣＶ抗原定性 TRUE 8C 5F360150002399811
301 ＨＣＶ・ＲＮＡ定性 ＨＣＶ・ＲＮＡ定性 TRUE 8D 5F360145002399811
302 Ｃ型肝炎判定 Ｃ型肝炎判定 TRUE 8E 5F360149702399811
303 Ｃ型肝炎ウイルス検診判定 Ｃ型肝炎ウイルス検診判定 TRUE 8F 9N401000000000011
304 ＴＰＨＡ法定性 ＴＰＨＡ法定性 TRUE 8G 5E075135102306211
305 ＲＰＲ法定性 ＲＰＲ法定性 TRUE 8H 5E074135102311711
306 ガラス板法定性 ガラス板法定性 TRUE 8I 5E071000002311611
307 ＦＴＡ－ＡＢＳ法定性 ＦＴＡ‐ＡＢＳ法定性 FALSE 用語変更（－ → ‐） 8J 5E079000002316151
308 ＡＦＰ定性 ＡＦＰ定性 TRUE 8K 5D015000002302311
309 ＡＦＰ定量 ＡＦＰ定量 TRUE '↓↑’追加 8L 5D015000002399801
310 ＣＥＡ ＣＥＡ TRUE '↓↑’追加 8M 5D010000002399801
311 ＣＡ１９－９ ＣＡ１９‐９ FALSE 用語変更（－ → ‐）、'↓↑’追加 8N 5D130000002399801
312 ＣＡ１２５ ＣＡ１２５ TRUE '↓↑’追加 8O 5D100000002399801
313 ＣＡ１５－３ ＣＡ１５‐３ FALSE 用語変更（－ → ‐）、'↓↑’追加 8P 5D120000002399801
314 ＰＡ・ＰＳＡ ＰＡ・ＰＳＡ TRUE '↓↑’追加 8Q 5D305000002399811
315 シフラＣＹＦＲＡ シフラＣＹＦＲＡ TRUE '↓↑’追加 8R Z5D01000002305101
316 ＳＣＣ ＳＣＣ TRUE '↓↑’追加 8S 5D325000002300601
317 ＮＳＥ・神経特異エノラーゼ ＮＳＥ・神経特異エノラーゼ TRUE '↓↑’追加 8T 5D410000002300101
318 ＰｒｏＧＲＰ・ガストリン放出ペプチド前駆体 ＰｒｏＧＲＰ・ガストリン放出ペプチド前駆体 TRUE '↓↑’追加 8U 5D550000002302301
319 ＰＩＶＫＡ－Ⅱ ＰＩＶＫＡ‐２ FALSE ローマ数字変更（－ → ‐）、'↓↑’追加 8V 5D520000002302301
320 ＳＬＸ ＳＬＸ TRUE '↓↑’追加 8W 5D175000002300601
321 アミノインデックス アミノインデックス TRUE 8X
322 アディポネクチン アディポネクチン TRUE 8Y
323 ＺＴＴ ＺＴＴ TRUE 8Z 3A030000002329201
324 ＴＴＴ ＴＴＴ TRUE 90 3A025000002329201
325 ＮＴ－ｐｒｏＢＮＰ ＮＴ‐ｐｒｏＢＮＰ FALSE 用語変更（－ → ‐） 91
326 ＡＬＰ（ＩＦＣＣ） ＡＬＰ・ＩＦＣＣ FALSE 用語変更（カッコは利用しない） 92 3B070000002327501
327 ３２７予備 シスタチンＣ FALSE 新規追加 93
328 ３２８予備 ＰＡ・ＰＳＡ定性 FALSE 新規追加 94
329 ３２９予備 ３２９予備 TRUE 95
330 ＴＳＨ 血液検査 甲状腺刺激ホルモン検査・ＴＳＨ FALSE 名称変更 96 5G310000002300501
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331 ＦＴ４ 遊離サイロキシン検査・ＦＴ４ FALSE 名称変更 97 4B035000002300501
332 ＦＴ３ 遊離トリヨードサイロニン検査・ＦＴ３ FALSE 名称変更 98 4B015000002300501
333 甲状腺・超音波・部位・所見 甲状腺画像検査 甲状腺・超音波・部位・所見 TRUE 99
334 甲状腺・画像検査法 甲状腺・画像検査法 TRUE 9A
335 甲状腺・部位・所見 甲状腺・部位・所見 TRUE 9B
336 Ｚ－Ｓｃｏｒｅ 骨粗鬆症 Ｚ‐Ｓｃｏｒｅ FALSE 用語変更（－ → ‐） 9C
337 Ｔ－Ｓｃｏｒｅ Ｔ‐Ｓｃｏｒｅ FALSE 用語変更（－ → ‐） 9D
338 若年成人平均値値比ＹＡＭ 若年成人平均値値比ＹＡＭ TRUE 9E
339 同性同年齢平均値値比ＡＧＥ 同性同年齢平均値値比ＡＧＥ TRUE 9F
340 骨密度 骨密度 TRUE 9G
341 骨密度測定法等 骨密度測定法等 TRUE 9H
342 上部消化管・画像検査法 上部消化管所見 上部消化管・画像検査法 TRUE 9I
343 上部消化管検査・所見解釈区分 上部消化管検査・所見解釈区分 TRUE 9J 9N256160700000011
344 上部消化管・部位・所見 上部消化管・部位・所見 TRUE 9K 9N256160800000049
345 上部消化管・生検・部位・所見 上部消化管・生検・部位・所見 TRUE 9L
346 ペプシノゲンⅠ・ＰＧⅠ 生化学検査その他 ペプシノゲン１・ＰＧ１ FALSE 名称変更ローマ数字変更 9M 3B340000002399801
347 ペプシノゲンⅡ・ＰＧⅡ ペプシノゲン２・ＰＧ２ FALSE 名称変更ローマ数字変更 9N 3B345000002399801
348 ペプシノゲンⅠ／Ⅱ ペプシノゲン１／２ FALSE 名称変更ローマ数字変更 9O
349 ペプシノーゲン定性 ペプシノゲン定性 FALSE 名称変更 9P 3B339000002399811
350 血清抗ヘリコバクター・ピロリ抗体定性 血清抗ヘリコバクター・ピロリ抗体定性 TRUE 9Q 5E064000002306211
351 血清抗ヘリコバクター・ピロリＩｇＧ抗体 血清抗ヘリコバクター・ピロリＩｇＧ抗体 TRUE ↓↑’追加 9R 5E065000002302301
352 尿抗ヘリコバクターピロリ抗体定性 尿抗ヘリコバクターピロリ抗体定性 TRUE 9S 5E065000000102311
353 便ヘリコバクターピロリ抗原定性 便ヘリコバクターピロリ抗原定性 TRUE 9T 5E068000001502311
354 ヘリコバクター・ピロリ菌定性 ヘリコバクター・ピロリ菌定性 TRUE 9U
355 ＡＢＣ検診分類 ＡＢＣ検診分類 TRUE 9V 3B346000002392000
356 下部消化管・画像検査法 下部消化管所見 下部消化管・画像検査法 TRUE 9W
357 下部消化管検査・所見解釈区分 下部消化管検査・所見解釈区分 TRUE 9X
358 下部消化管・部位・所見 下部消化管・部位・所見 TRUE 9Y
359 下部消化管・生検・部位・所見 下部消化管・生検・部位・所見 TRUE 9Z
360 直腸・肛門・画像検査法 直腸・肛門所見 直腸・肛門・画像検査法 TRUE A0
361 直腸・肛門検査・所見解釈区分 直腸・肛門検査・所見解釈区分 TRUE A1 9Z770160700000011
362 直腸肛門・部位・所見 直腸肛門・部位・所見 TRUE A2 9Z770160800000049
363 直腸肛門・生検・部位・所見 直腸肛門・生検・部位・所見 TRUE A3
364 腹部検査・所見解釈区分 腹部所見 腹部検査・所見解釈区分 TRUE A4 9F130160700000011
365 腹部・超音波・部位・所見 腹部・超音波・部位・所見 TRUE A5 9F130160800000049
366 腹部・画像検査法 腹部・画像検査法 TRUE A6
367 腹部・部位・所見 腹部・部位・所見 TRUE A7
368 頭部検査・所見解釈区分 頭部所見 頭部検査・所見解釈区分 TRUE A8
369 頭部・ＭＲＩ・部位・所見 頭部・ＭＲＩ・部位・所見 TRUE A9
370 頭部・ＭＲＡ・部位・所見 頭部・ＭＲＡ・部位・所見 TRUE AA
371 頭部・画像検査法 頭部・画像検査法 TRUE AB
372 頭部・部位・所見 頭部・部位・所見 TRUE AC
373 婦人科乳房検査・所見解釈区分 乳房所見 婦人科乳房検査・所見解釈区分 TRUE AD
374 乳房・視触診・部位・所見 乳房・視触診・部位・所見 TRUE AE 9N276160800000049
375 乳房・マンモ・部位・所見 乳房・マンモ・部位・所見 TRUE AF 9N281160800000049
376 乳房・超音波・部位・所見 乳房・超音波・部位・所見 TRUE AG 9F140160800000049
377 乳房・画像検査法 乳房・画像検査法 TRUE AH
378 乳房・部位・所見 乳房・部位・所見 TRUE AI
379 婦人科子宮・所見解釈区分 子宮所見 婦人科子宮・所見解釈区分 TRUE AJ
380 子宮・視触診・部位・所見 子宮・視触診・部位・所見 TRUE AK 9N291160800000049
381 子宮・内診・部位・所見 子宮・内診・部位・所見 TRUE AL 9N296160800000049
382 子宮・超音波・部位・所見 子宮・超音波・部位・所見 TRUE AM
383 子宮・コルポスコープ・部位・所見 子宮・コルポスコープ・部位・所見 TRUE AN
384 子宮・画像検査法 子宮・画像検査法 TRUE AO
385 子宮・部位・所見 子宮・部位・所見 TRUE AP
386 子宮細胞診日母クラス分類 子宮細胞診 子宮細胞診日母クラス分類 TRUE AQ 7A021165008543311
387 子宮細胞診ベセスダシステム２００１分類 子宮細胞診ベセスダシステム２００１分類 TRUE AR 7A021165208543311
388 子宮細胞診所見 子宮細胞診所見 TRUE AS
389 ＨＰＶ定性 追加項目 ＨＰＶ定性 TRUE AT
390 ＨｂＡ１ｃ・ＪＤＳ ＨｂＡ１ｃ・ＪＤＳ TRUE AU 3D045000001999902
391 ピロリ迅速ウレアーゼ試験 ピロリ迅速ウレアーゼ試験 TRUE AV
392 ピロリ尿素呼気試験 ピロリ尿素呼気試験 TRUE AW
393 ３９３予備 喀痰検査・痰の量 FALSE 新規追加 AX
394 ３９４予備 喀痰検査・痰の性状 FALSE 新規追加 AY
395 ３９５予備 その他の感染症検査項目名・結果 FALSE 新規追加 AZ
396 ３９６予備 その他の肝炎検査名・結果 FALSE 新規追加 B0
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397 ３９７予備 予備項目 骨塩量 FALSE 新規追加 B1
398 ３９８予備 骨密度測定部位 FALSE 新規追加 B2
399 ３９９予備 骨粗鬆症所見 FALSE 新規追加 B3
400 ４００予備 ４００予備 TRUE B4
401 ４０１予備 ４０１予備 TRUE B5
402 ４０２予備 ４０２予備 TRUE B6
403 ４０３予備 ４０３予備 TRUE B7
404 ４０４予備 ４０４予備 TRUE B8
405 ４０５予備 ４０５予備 TRUE B9
406 業務歴 業務歴 業務歴 TRUE BA 9N051000000000049
407 既往歴区分 既往歴 既往歴区分 TRUE BB 9N056000000000011
408 既往歴・病名・年齢 既往歴・病名・年齢・転帰 FALSE 名称変更 BC 9N056160400000049
409 既往歴・病名・年齢・転帰 現病歴・病名・年齢・転帰 FALSE 名称変更 BD
410 自覚症状区分 自覚症状 自覚症状区分 TRUE BE 9N061000000000011
411 自覚症状 自覚症状 TRUE BF 9N061160800000049
412 他覚症状区分 他覚症状 他覚症状区分 TRUE BG 9N066000000000011
413 他覚症状 他覚症状 TRUE BH 9N066160800000049
414 家族歴 家族歴 家族歴 TRUE BI 9N071000000000049
415 特定・服薬中・血圧 服薬の有無 特定・服薬中・血圧 TRUE BJ 9N701000000000011
416 特定・薬剤名・血圧 特定・薬剤名・血圧 TRUE BK 9N701167000000049
417 特定・服薬中・血糖 特定・服薬中・血糖 TRUE BL 9N706000000000011
418 特定・薬剤名・血糖 特定・薬剤名・血糖 TRUE BM 9N706167000000049
419 特定・服薬中・脂質 特定・服薬中・脂質 TRUE BN 9N711000000000011
420 特定・薬剤名・脂質 特定・薬剤名・脂質 TRUE BO 9N711167000000049
421 特定・既往歴・脳血管 既往歴 特定・既往歴・脳血管 TRUE BP 9N716000000000011
422 特定・既往歴・心血管 特定・既往歴・心血管 TRUE BQ 9N721000000000011
423 特定・既往歴・腎不全 特定・既往歴・腎不全 TRUE BR 9N726000000000011
424 特定・既往歴・貧血 特定・既往歴・貧血 TRUE BS 9N731000000000011
425 特定・喫煙 生活習慣質問 特定・喫煙 TRUE BT 9N736000000000011
426 特定・２０歳からの体重変化 特定・２０歳からの体重変化 TRUE BU 9N741000000000011
427 特定・３０分以上の運動習慣 特定・３０分以上の運動習慣 TRUE BV 9N746000000000011
428 特定・歩行又は身体活動 特定・歩行又は身体活動 TRUE BW 9N751000000000011
429 特定・歩行速度 特定・歩行速度 TRUE BX 9N756000000000011
430 特定・咀嚼 特定・咀嚼 TRUE BY 9N872000000000011
431 特定・食べ方・早食い等 特定・食べ方・早食い等 TRUE BZ 9N766000000000011
432 特定・食べ方・就寝前 特定・食べ方・就寝前 TRUE C0 9N771000000000011
433 特定・食べ方・間食 特定・食べ方・間食 TRUE C1 9N782000000000011
434 特定・食習慣 特定・食習慣・朝食 FALSE 名称変更 C2 9N781000000000011
435 特定・飲酒 特定・飲酒習慣 FALSE 名称変更 C3 9N786000000000011
436 特定・飲酒量 特定・飲酒量 TRUE C4 9N791000000000011
437 特定・睡眠 特定・睡眠 TRUE C5 9N796000000000011
438 特定・生活習慣の改善 特定・生活習慣の改善 TRUE C6 9N801000000000011
439 特定・保健指導の希望 特定・保健指導の希望 TRUE C7 9N806000000000011
440 特定・２０１７まで・１年間の体重変化 特定・２０１７まで・１年間の体重変化 TRUE C8 9N761000000000011
441 特定・２０１７まで・食べ方・夜食／間食 特定・２０１７まで・食べ方・夜食／間食 TRUE C9 9N776000000000011
442 平均残業時間 平均残業時間 TRUE CA
443 深夜残業時間 深夜残業時間 TRUE CB
444 喫煙区分 喫煙習慣の有無 FALSE 名称変更 CC
445 喫煙本数 喫煙本数 TRUE CD
446 喫煙年数 喫煙年数 TRUE CE
447 総合判定・標準判定区分 総合判定 総合判定・標準判定区分 TRUE CF
448 総合判定・標準化前 総合判定・標準化前 TRUE CG
449 健診実施医師名 健診実施医師名 TRUE CH 9N516000000000049
450 特定・医師の判断 特定・医師の判断 TRUE CI 9N511000000000049
451 特定・メタボリックシンドローム判定 特定・メタボリックシンドローム判定 TRUE CJ 9N501000000000011
452 特定・保健指導レベル 特定・保健指導レベル TRUE CK 9N506000000000011
453 特定・情報提供の方法 特定・情報提供の方法 TRUE CL 9N950000000000011
454 特定・初回面接実施 特定・初回面接実施 TRUE CM 9N807000000000011
455 歯科・健診実施医師名 歯科・健診実施医師名 TRUE CN 9N536000000000049
456 歯科・医師の意見 歯科・医師の意見 TRUE CO 9N541000000000049
457 総合コメント１ 総合コメント 総合コメント１ TRUE CP
458 総合コメント２ 総合コメント２ TRUE CQ
459 総合コメント３ 総合コメント３ TRUE CR
460 総合コメント４ 総合コメント４ TRUE CS
461 総合コメント５ 総合コメント５ TRUE CT
462 総合コメント６ 総合コメント６ TRUE CU
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463 総合コメント７ 総合コメント７ TRUE CV
464 総合コメント８ 総合コメント８ TRUE CW
465 総合コメント９ 総合コメント９ TRUE CX
466 総合コメント１０ 総合コメント１０ TRUE CY
467 機能別判定１・身体計測 機能別判定 機能別判定１・身体計測 TRUE CZ
468 機能別判定１・身体計測・標準判定区分 機能別判定１・身体計測・標準判定区分 TRUE D0
469 機能別判定１・身体計測・標準化前 機能別判定１・身体計測・標準化前 TRUE D1
470 機能別判定１・身体計測・診断名称 機能別判定１・身体計測・診断名称 TRUE D2
471 機能別判定２・血圧 機能別判定２・血圧 TRUE D3
472 機能別判定２・血圧・標準判定区分 機能別判定２・血圧・標準判定区分 TRUE D4
473 機能別判定２・血圧・標準化前 機能別判定２・血圧・標準化前 TRUE D5
474 機能別判定２・血圧・診断名称 機能別判定２・血圧・診断名称 TRUE D6
475 機能別判定３・視力 機能別判定３・視力 TRUE D7
476 機能別判定３・視力・標準判定区分 機能別判定３・視力・標準判定区分 TRUE D8
477 機能別判定３・視力・標準化前 機能別判定３・視力・標準化前 TRUE D9
478 機能別判定３・視力・診断名称 機能別判定３・視力・診断名称 TRUE DA
479 機能別判定４・聴力 機能別判定４・聴力 TRUE DB
480 機能別判定４・聴力・標準判定区分 機能別判定４・聴力・標準判定区分 TRUE DC
481 機能別判定４・聴力・標準化前 機能別判定４・聴力・標準化前 TRUE DD
482 機能別判定４・聴力・診断名称 機能別判定４・聴力・診断名称 TRUE DE
483 機能別判定５・心電図 機能別判定５・心電図 TRUE DF
484 機能別判定５・心電図・標準判定区分 機能別判定５・心電図・標準判定区分 TRUE DG
485 機能別判定５・心電図・標準化前 機能別判定５・心電図・標準化前 TRUE DH
486 機能別判定５・心電図・診断名称 機能別判定５・心電図・診断名称 TRUE DI
487 機能別判定６・胸部Ｘ線等 機能別判定６・胸部Ｘ線等 TRUE DJ
488 機能別判定６・胸部Ｘ線等 ・標準判定区分 機能別判定６・胸部Ｘ線等・標準判定区分 FALSE 名称変更 DK
489 機能別判定６・胸部Ｘ線等 ・標準化前 機能別判定６・胸部Ｘ線等・標準化前 FALSE 名称変更 DL
490 機能別判定６・胸部Ｘ線等 ・診断名称 機能別判定６・胸部Ｘ線等・診断名称 FALSE 名称変更 DM
491 機能別判定７・眼底 機能別判定７・眼底 TRUE DN
492 機能別判定７・眼底  ・標準判定区分 機能別判定７・眼底・標準判定区分 FALSE 名称変更 DO
493 機能別判定７・眼底 ・標準化前 機能別判定７・眼底・標準化前 FALSE 名称変更 DP
494 機能別判定７・眼底 ・診断名称 機能別判定７・眼底・診断名称 FALSE 名称変更 DQ
495 機能別判定８・上部消化管 機能別判定８・上部消化管 TRUE DR
496 機能別判定８・上部消化管 ・標準判定区分 機能別判定８・上部消化管・標準判定区分 FALSE 名称変更 DS
497 機能別判定８・上部消化管 ・標準化前 機能別判定８・上部消化管・標準化前 FALSE 名称変更 DT
498 機能別判定８・上部消化管 ・診断名称 機能別判定８・上部消化管・診断名称 FALSE 名称変更 DU
499 機能別判定９・腹部超音波 機能別判定９・腹部超音波 TRUE DV
500 機能別判定９・腹部超音波・標準判定区分 機能別判定９・腹部超音波・標準判定区分 TRUE DW
501 機能別判定９・腹部超音波・標準化前 機能別判定９・腹部超音波・標準化前 TRUE DX
502 機能別判定９・腹部超音波・診断名称 機能別判定９・腹部超音波・診断名称 TRUE DY
503 機能別判定１０・尿検査一般 機能別判定１０・尿検査一般 TRUE DZ
504 機能別判定１０・尿検査一般・標準判定区分 機能別判定１０・尿検査一般・標準判定区分 TRUE E0
505 機能別判定１０・尿検査一般・標準化前 機能別判定１０・尿検査一般・標準化前 TRUE E1
506 機能別判定１０・尿検査一般・診断名称 機能別判定１０・尿検査一般・診断名称 TRUE E2
507 機能別判定１１・血液一般 機能別判定１１・血液一般 TRUE E3
508 機能別判定１１・血液一般・標準判定区分 機能別判定１１・血液一般・標準判定区分 TRUE E4
509 機能別判定１１・血液一般・標準化前 機能別判定１１・血液一般・標準化前 TRUE E5
510 機能別判定１１・血液一般・診断名称 機能別判定１１・血液一般・診断名称 TRUE E6
511 機能別判定１２・肝機能 機能別判定１２・肝機能 TRUE E7
512 機能別判定１２・肝機能・標準判定区分 機能別判定１２・肝機能・標準判定区分 TRUE E8
513 機能別判定１２・肝機能・標準化前 機能別判定１２・肝機能・標準化前 TRUE E9
514 機能別判定１２・肝機能・診断名称 機能別判定１２・肝機能・診断名称 TRUE EA
515 機能別判定１３・膵機能 機能別判定１３・膵機能 TRUE EB
516 機能別判定１３・膵機能・標準判定区分 機能別判定１３・膵機能・標準判定区分 TRUE EC
517 機能別判定１３・膵機能・標準化前 機能別判定１３・膵機能・標準化前 TRUE ED
518 機能別判定１３・膵機能・診断名称 機能別判定１３・膵機能・診断名称 TRUE EE
519 機能別判定１４・糖代謝 機能別判定１４・糖代謝 TRUE EF
520 機能別判定１４・糖代謝・標準判定区分 機能別判定１４・糖代謝・標準判定区分 TRUE EG
521 機能別判定１４・糖代謝・標準化前 機能別判定１４・糖代謝・標準化前 TRUE EH
522 機能別判定１４・糖代謝・診断名称 機能別判定１４・糖代謝・診断名称 TRUE EI
523 機能別判定１５・脂質代謝 機能別判定１５・脂質代謝 TRUE EJ
524 機能別判定１５・脂質代謝・標準判定区分 機能別判定１５・脂質代謝・標準判定区分 TRUE EK
525 機能別判定１５・脂質代謝・標準化前 機能別判定１５・脂質代謝・標準化前 TRUE EL
526 機能別判定１５・脂質代謝・診断名称 機能別判定１５・脂質代謝・診断名称 TRUE EM
527 機能別判定１６・腎機能 機能別判定１６・腎機能 TRUE EN
528 機能別判定１６・腎機能・標準判定区分 機能別判定１６・腎機能・標準判定区分 TRUE EO
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529 機能別判定１６・腎機能・標準化前 機能別判定１６・腎機能・標準化前 TRUE EP
530 機能別判定１６・腎機能・診断名称 機能別判定１６・腎機能・診断名称 TRUE EQ
531 機能別判定１７・尿酸 機能別判定１７・尿酸 TRUE ER
532 機能別判定１７・尿酸・標準判定区分 機能別判定１７・尿酸・標準判定区分 TRUE ES
533 機能別判定１７・尿酸・標準化前 機能別判定１７・尿酸・標準化前 TRUE ET
534 機能別判定１７・尿酸・診断名称 機能別判定１７・尿酸・診断名称 TRUE EU
535 機能別判定１８・炎症反応 機能別判定１８・炎症反応 TRUE EV
536 機能別判定１８・炎症反応・標準判定区分 機能別判定１８・炎症反応・標準判定区分 TRUE EW
537 機能別判定１８・炎症反応・標準化前 機能別判定１８・炎症反応・標準化前 TRUE EX
538 機能別判定１８・炎症反応・診断名称 機能別判定１８・炎症反応・診断名称 TRUE EY
539 機能別判定１９・腫瘍マーカー 機能別判定１９・腫瘍マーカー TRUE EZ
540 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準判定区分 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準判定区分 TRUE F0
541 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準化前 機能別判定１９・腫瘍マーカー・標準化前 TRUE F1
542 機能別判定１９・腫瘍マーカー・診断名称 機能別判定１９・腫瘍マーカー・診断名称 TRUE F2
543 機能別判定２０・便検査 機能別判定２０・便検査 TRUE F3
544 機能別判定２０・便検査・標準判定区分 機能別判定２０・便検査・標準判定区分 TRUE F4
545 機能別判定２０・便検査・標準化前 機能別判定２０・便検査・標準化前 TRUE F5
546 機能別判定２０・便検査・診断名称 機能別判定２０・便検査・診断名称 TRUE F6
547 機能別判定２１・乳房 機能別判定２１・乳房 TRUE F7
548 機能別判定２１・乳房・標準判定区分 機能別判定２１・乳房・標準判定区分 TRUE F8
549 機能別判定２１・乳房・標準化前 機能別判定２１・乳房・標準化前 TRUE F9
550 機能別判定２１・乳房・診断名称 機能別判定２１・乳房・診断名称 TRUE FA
551 機能別判定２２・子宮 機能別判定２２・子宮 TRUE FB
552 機能別判定２２・子宮・標準判定区分 機能別判定２２・子宮・標準判定区分 TRUE FC
553 機能別判定２２・子宮・標準化前 機能別判定２２・子宮・標準化前 TRUE FD
554 機能別判定２２・子宮・診断名称 機能別判定２２・子宮・診断名称 TRUE FE
555 機能別判定２３・喀痰細胞診 機能別判定２３・喀痰細胞診 TRUE FF
556 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準判定区分 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準判定区分 TRUE FG
557 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準化前 機能別判定２３・喀痰細胞診・標準化前 TRUE FH
558 機能別判定２３・喀痰細胞診・診断名称 機能別判定２３・喀痰細胞診・診断名称 TRUE FI
559 機能別判定２４・肺機能 機能別判定２４・肺機能 TRUE FJ
560 機能別判定２４・肺機能・標準判定区分 機能別判定２４・肺機能・標準判定区分 TRUE FK
561 機能別判定２４・肺機能・標準化前 機能別判定２４・肺機能・標準化前 TRUE FL
562 機能別判定２４・肺機能・診断名称 機能別判定２４・肺機能・診断名称 TRUE FM
563 機能別判定２５・判定・項目名称 機能別判定２５・判定・項目名称 TRUE FN
564 機能別判定２５・判定・標準判定区分 機能別判定２５・判定・標準判定区分 TRUE FO
565 機能別判定２５・判定・標準化前 機能別判定２５・判定・標準化前 TRUE FP
566 機能別判定２５・判定・診断名称 機能別判定２５・判定・診断名称 TRUE FQ
567 機能別判定２６・判定・項目名称 機能別判定２６・判定・項目名称 TRUE FR
568 機能別判定２６・判定・標準判定区分 機能別判定２６・判定・標準判定区分 TRUE FS
569 機能別判定２６・判定・標準化前 機能別判定２６・判定・標準化前 TRUE FT
570 機能別判定２６・判定・診断名称 機能別判定２６・判定・診断名称 TRUE FU
571 機能別判定２７・判定・項目名称 機能別判定２７・判定・項目名称 TRUE FV
572 機能別判定２７・判定・標準判定区分 機能別判定２７・判定・標準判定区分 TRUE FW
573 機能別判定２７・判定・標準化前 機能別判定２７・判定・標準化前 TRUE FX
574 機能別判定２７・判定・診断名称 機能別判定２７・判定・診断名称 TRUE FY
575 機能別判定２８・判定・項目名称 機能別判定２８・判定・項目名称 TRUE FZ
576 機能別判定２８・判定・標準判定区分 機能別判定２８・判定・標準判定区分 TRUE G0
577 機能別判定２８・判定・標準化前 機能別判定２８・判定・標準化前 TRUE G1
578 機能別判定２８・判定・診断名称 機能別判定２８・判定・診断名称 TRUE G2
579 機能別判定２９・判定・項目名称 機能別判定２９・判定・項目名称 TRUE G3
580 機能別判定２９・判定・標準判定区分 機能別判定２９・判定・標準判定区分 TRUE G4
581 機能別判定２９・判定・標準化前 機能別判定２９・判定・標準化前 TRUE G5
582 機能別判定２９・判定・診断名称 機能別判定２９・判定・診断名称 TRUE G6
583 機能別判定３０・判定・項目名称 機能別判定３０・判定・項目名称 TRUE G7
584 機能別判定３０・判定・標準判定区分 機能別判定３０・判定・標準判定区分 TRUE G8
585 機能別判定３０・判定・標準化前 機能別判定３０・判定・標準化前 TRUE G9
586 機能別判定３０・判定・診断名称 機能別判定３０・判定・診断名称 TRUE GA
587 眼底所見・右・原本 標準化前画像所見 眼底所見・右・原本 TRUE GB
588 眼底所見・左・原本 眼底所見・左・原本 TRUE GC
589 眼底所見・原本 眼底所見・原本 TRUE GD
590 心電図安静時・所見・原本 心電図安静時・所見・原本 TRUE GE
591 心電図負荷時・所見・原本 心電図負荷時・所見・原本 TRUE GF
592 心臓・超音波・部位・所見・原本 心臓・超音波・部位・所見・原本 TRUE GG
593 頸動脈・超音波・部位・所見・原本 頸動脈・超音波・部位・所見・原本 TRUE GH
594 甲状腺・超音波・部位・所見・原本 甲状腺・超音波・部位・所見・原本 TRUE GI
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595 甲状腺・部位・所見・原本 甲状腺・部位・所見・原本 TRUE GJ
596 胸部・Ｘ線検査・部位・所見・原本 胸部・Ｘ線検査・部位・所見・原本 TRUE GK
597 胸部・ＣＴ検査・部位・所見・原本 胸部・ＣＴ検査・部位・所見・原本 TRUE GL
598 胸部・部位・所見・原本 胸部・部位・所見・原本 TRUE GM
599 上部消化管・部位・所見・原本 上部消化管・部位・所見・原本 TRUE GN
600 上部消化管・生検・部位・所見・原本 上部消化管・生検・部位・所見・原本 TRUE GO
601 下部消化管・部位・所見・原本 下部消化管・部位・所見・原本 TRUE GP
602 下部消化管・生検・部位・所見・原本 下部消化管・生検・部位・所見・原本 TRUE GQ
603 直腸肛門・部位・所見・原本 直腸肛門・部位・所見・原本 TRUE GR
604 直腸肛門・生検・部位・所見・原本 直腸肛門・生検・部位・所見・原本 TRUE GS
605 腹部・超音波・部位・所見１・原本 腹部・超音波・部位・所見１・原本 TRUE GT
606 腹部・超音波・部位・所見２・原本 腹部・超音波・部位・所見２・原本 TRUE GU
607 腹部・部位・所見・原本 腹部・部位・所見・原本 TRUE GV
608 頭部・部位・所見・原本 頭部・部位・所見・原本 TRUE GW
609 頭部・ＭＲＩ・部位・所見・原本 頭部・ＭＲＩ・部位・所見・原本 TRUE GX
610 頭部・ＭＲＡ・部位・所見・原本 頭部・ＭＲＡ・部位・所見・原本 TRUE GY
611 乳房・視触診・部位・所見・原本 乳房・視触診・部位・所見・原本 TRUE GZ
612 乳房・マンモ・部位・所見・原本 乳房・マンモ・部位・所見・原本 TRUE H0
613 乳房・超音波・部位・所見・原本 乳房・超音波・部位・所見・原本 TRUE H1
614 乳房・部位・所見・原本 乳房・部位・所見・原本 TRUE H2
615 子宮・視触診・部位・所見・原本 子宮・視触診・部位・所見・原本 TRUE H3
616 子宮・内診・部位・所見・原本 子宮・内診・部位・所見・原本 TRUE H4
617 子宮・超音波・部位・所見・原本 子宮・超音波・部位・所見・原本 TRUE H5
618 子宮・細胞診・部位・所見・原本 子宮・細胞診・部位・所見・原本 TRUE H6
619 子宮・コルポスコープ・部位・所見・原本 子宮・コルポスコープ・部位・所見・原本 TRUE H7
620 子宮・部位・所見・原本 子宮・部位・所見・原本 TRUE H8
621 ６２１予備 医師診察所見 医師診察・他覚所見・視診・打聴診等 FALSE 新規追加 H9
622 ６２２予備 医療面接・既往歴・自覚症状 FALSE 新規追加 HA
623 ６２３予備 ６２３予備 TRUE HB
624 ６２４予備 ６２４予備 TRUE HC
625 ６２５予備 ６２５予備 TRUE HD
626 生活機能評価の結果１ 生活機能評価 生活機能評価の結果１ TRUE HE 9N556000000000011
627 生活機能評価の結果２ 生活機能評価の結果２ TRUE HF 9N561000000000011
628 後期・現在の健康状態は 後期高齢者問診 後期・現在の健康状態は TRUE HG 9N932000000000011
629 後期・毎日の生活に満足している 後期・毎日の生活に満足している TRUE HH 9N933000000000011
630 後期・１日３食きちんと食べる 後期・１日３食きちんと食べる TRUE HI 9N934000000000011
631 後期・硬いものが食べにくい 後期・硬いものが食べにくい TRUE HJ 9N935000000000011
632 後期・お茶や汁物でむせる 後期・お茶や汁物でむせる TRUE HK 9N936000000000011
633 後期・６か月間で体重減少した 後期・６か月間で体重減少した TRUE HL 9N937000000000011
634 後期・歩行速度が遅くなった 後期・歩行速度が遅くなった TRUE HM 9N938000000000011
635 後期・転んだことがある 後期・転んだことがある TRUE HN 9N939000000000011
636 後期・運動習慣が週１回以上 後期・運動習慣が週１回以上 TRUE HO 9N940000000000011
637 後期・物忘れを指摘される 後期・物忘れを指摘される TRUE HP 9N941000000000011
638 後期・今日の日付がわからない 後期・今日の日付がわからない TRUE HQ 9N942000000000011
639 後期・たばこを吸いますか 後期・たばこを吸いますか TRUE HR 9N943000000000011
640 後期・週１回以上外出する 後期・週１回以上外出する TRUE HS 9N944000000000011
641 後期・家族との付き合いある 後期・家族との付き合いある TRUE HT 9N945000000000011
642 後期・相談相手がいる 後期・相談相手がいる TRUE HU 9N946000000000011
643 歯科・顎関節 定健業務歴（2022年度） 定健・重量物の取扱いの業務経験の有無 FALSE 以降の項目はすべて見直した HV
644 歯科・歯列・咬合 定健・粉塵の取扱いの業務経験の有無 FALSE HW
645 歯科・歯垢の状態 定健・激しい振動を伴う業務経験の有無 FALSE HX
646 歯科・歯肉の状態 定健・有害物質の取扱いの業務経験の有無 FALSE HY
647 歯式・上右８ 定健・放射線の取扱いの業務経験の有無 FALSE HZ
648 歯式・上右７ 定健・職場での勤務体制 FALSE I0
649 歯式・上右６ 定健・職場での直近１か月１日平均労働時間 FALSE I1
650 歯式・上右５ 定健・職場での直近１週間の平均労働日数 FALSE I2
651 歯式・上右４ 定健・相談希望がありますか FALSE I3
652 歯式・上右３ 喫煙習慣 喫煙指数 FALSE I4
653 歯式・上右２ 喫煙始期 FALSE I5
654 歯式・上右１ 喫煙終期 FALSE I6
655 歯式・上左１ 予備項目 ６５５予備 FALSE I7
656 歯式・上左２ ６５６予備 FALSE I8
657 歯式・上左３ ６５７予備 FALSE I9
658 歯式・上左４ ６５８予備 FALSE IA
659 歯式・上左５ ６５９予備 FALSE IB
660 歯式・上左６ ６６０予備 FALSE IC
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661 歯式・上左７ ６６１予備 FALSE ID
662 歯式・上左８ ６６２予備 FALSE IE
663 歯式・下右８ ６６３予備 FALSE IF
664 歯式・下右７ ６６４予備 FALSE IG
665 歯式・下右６ ６６５予備 FALSE IH
666 歯式・下右５ ６６６予備 FALSE II
667 歯式・下右４ ６６７予備 FALSE IJ
668 歯式・下右３ ６６８予備 FALSE IK
669 歯式・下右２ ６６９予備 FALSE IL
670 歯式・下右１ ６７０予備 FALSE IM
671 歯式・下左１ ６７１予備 FALSE IN
672 歯式・下左２ ６７２予備 FALSE IO
673 歯式・下左３ ６７３予備 FALSE IP
674 歯式・下左４ ６７４予備 FALSE IQ
675 歯式・下左５ ６７５予備 FALSE IR
676 歯式・下左６ ６７６予備 FALSE IS
677 歯式・下左７ ６７７予備 FALSE IT
678 歯式・下左８ ６７８予備 FALSE IU
679 歯式・上右Ｅ ６７９予備 FALSE IV
680 歯式・上右Ｄ ６８０予備 FALSE IW
681 歯式・上右Ｃ ６８１予備 FALSE IX
682 歯式・上右Ｂ ６８２予備 FALSE IY
683 歯式・上右Ａ ６８３予備 FALSE IZ
684 歯式・上左Ａ ６８４予備 FALSE J0
685 歯式・上左Ｂ ６８５予備 FALSE J1
686 歯式・上左Ｃ ６８６予備 FALSE J2
687 歯式・上左Ｄ ６８７予備 FALSE J3
688 歯式・上左Ｅ ６８８予備 FALSE J4
689 歯式・下右Ｅ ６８９予備 FALSE J5
690 歯式・下右Ｄ ６９０予備 FALSE J6
691 歯式・下右Ｃ ６９１予備 FALSE J7
692 歯式・下右Ｂ ６９２予備 FALSE J8
693 歯式・下右Ａ ６９３予備 FALSE J9
694 歯式・下左Ａ ６９４予備 FALSE JA
695 歯式・下左Ｂ ６９５予備 FALSE JB
696 歯式・下左Ｃ ６９６予備 FALSE JC
697 歯式・下左Ｄ ６９７予備 FALSE JD
698 歯式・下左Ｅ ６９８予備 FALSE JE
699 状態乳歯・現在歯数 ６９９予備 FALSE JF
700 状態乳歯・未処理歯数 ７００予備 FALSE JG
701 状態乳歯・処置歯数 聴力検査（オージオメーター） 聴力・２５０Ｈｚ・右 FALSE JH
702 状態永久歯・現在歯数 聴力・２５０Ｈｚ・左 FALSE JI
703 状態永久歯・未処理歯数 聴力・５００Ｈｚ・右 FALSE JJ
704 状態永久歯・処置歯数 聴力・５００Ｈｚ・左 FALSE JK
705 妊婦・不規則抗体検査 聴力・２０００Ｈｚ・右 FALSE JL
706 妊婦・ヒト免疫不全ウイルス検査ＨＩＶ 聴力・２０００Ｈｚ・左 FALSE JM
707 妊婦・風疹ウイルス抗体検査 聴力・８０００Ｈｚ・右 FALSE JN
708 妊婦・成人Ｔ細胞白血病ウイルス検査ＨＴＬＶ－１抗体 聴力・８０００Ｈｚ・左 FALSE JO
709 妊婦・トキソプラズマ抗体検査 聴力・所見区分１０００右・３０ｄＢ FALSE JP
710 妊婦・Ｂ群溶結連鎖球菌 聴力・所見区分１０００左・３０ｄＢ FALSE JQ
711 妊婦・性器クラミジア検査 聴力・所見区分４０００右・４０ｄＢ FALSE JR
712 妊婦・胎児心拍数モニタリング判定ＮＳＴ 聴力・所見区分４０００左・４０ｄＢ FALSE JS
713 妊婦・風疹 聴力・所見区分４０００右・３０ｄＢ FALSE JT
714 妊婦・麻疹 聴力・所見区分４０００左・３０ｄＢ FALSE JU
715 妊婦・水疱瘡 聴力・３分法・右耳 FALSE JV
716 妊婦・ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型 聴力・３分法・左耳 FALSE JW
717 妊婦・小児肺炎球菌 聴力・４分法・右耳 FALSE JX
718 妊婦・Ｂ型肝炎 聴力・４分法・左耳 FALSE JY
719 妊婦・ジフテリア 聴力・６分法・右耳 FALSE JZ
720 妊婦・百日咳 聴力・６分法・左耳 FALSE K0
721 妊婦・破傷風 眼科検査 眼科・屈折・右眼 FALSE K1
722 妊婦・ポリオ・急性灰白髄炎 眼科・屈折・左眼 FALSE K2
723 妊婦・ＢＣＧ 眼科・両眼視機能検査 FALSE K3
724 妊婦・分娩日時 眼科・眼位・右眼 FALSE K4
725 妊婦・妊娠週・日 眼科・眼位・左眼 FALSE K5
726 妊婦・分娩経過 眼科・調節機能検査・近点距離・右眼 FALSE K6

©日本医学健康管理評価協議会 26/98



KMATver3.2_20211001.xlsx ver2.2_ver3.２の比較 2021/10/20

項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
QRコード

JLAC10コードＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角

727 妊婦・分娩方法 眼科・調節機能検査・近点距離・左眼 FALSE K7
728 妊婦・分娩所要時間 眼科・視野狭窄の有無・右眼 FALSE K8
729 妊婦・出血量 眼科・視野狭窄の有無・左眼 FALSE K9
730 妊婦・輸血の有無 眼科・視野欠損の有無・右眼 FALSE KA
731 妊婦・胎児・性別 眼科・視野欠損の有無・左眼 FALSE KB
732 妊婦・胎児数 眼科・白内障・混濁の有無・右眼 FALSE KC
733 妊婦・胎児・体重 眼科・白内障・混濁の有無・左眼 FALSE KD
734 妊婦・胎児・身長 眼科・白内障・細隙灯顕微鏡検査 FALSE KE
735 妊婦・胎児・胸囲 眼科・色覚所見の有無 FALSE KF
736 妊婦・胎児・頭囲 眼科・色覚所見の内容 FALSE KG
737 妊婦・特別な所見 眼科・前眼部・角膜所見 FALSE KH
738 妊婦・出産場所 眼科・前眼部・水晶体所見 FALSE KI
739 妊婦・医師名 耳鼻咽喉検査 耳鼻咽喉・気導検査 FALSE KJ
740 妊婦・助産師名 耳鼻咽喉・骨導検査 FALSE KK
741 妊婦・産後日月数 耳鼻咽喉・鼓膜の検査 FALSE KL
742 妊婦・子宮復古 耳鼻咽喉・検査の方法 FALSE KM
743 妊婦・悪露 耳鼻咽喉・検査所見の有無 FALSE KN
744 妊婦・乳房の状態 病理学的検査 上気道・病理学的検査 FALSE KO
745 ７４５予備 リンパ腺・病理学的検査 FALSE KP
746 ７４６予備 皮膚等・病理組織学的検査 FALSE KQ
747 新生児・日齢 呼吸器検査 呼吸器・気管支鏡検査 FALSE KR
748 新生児・哺乳力 じん肺・Ｘ線写真の像 FALSE KS
749 新生児・栄養法 じん肺・小陰影の区分 FALSE KT
750 新生児・離乳 じん肺・大陰影の区分 FALSE KU
751 新生児・先天性代謝異常検査 じん肺・その他の肺野所見 FALSE KV
752 新生児・新生児聴覚検査・リファー・右 肺換気機能・酸素分圧・ｐａＯ２ FALSE KW
753 新生児・新生児聴覚検査・リファー・左 肺換気機能・炭酸ガス分圧・ｐａＣＯ２ FALSE KX
754 新生児・股関節開排制限 肺換気機能・動脈酸素分圧較差・ＡａＤｏ２ FALSE KY
755 乳幼児・在胎週数 肺換気機能・呼気中一酸化炭素量・ＦｅＮＯ FALSE KZ
756 乳幼児・胸囲 肺換気機能・血液ガス・ｐＨ FALSE L0
757 乳幼児・頭囲 肺換気機能・肺拡散機能検査・ＤＬｃｏ FALSE L1
758 乳幼児・診療所見 胸部の理学的検査 胸部の理学的検査 FALSE L2
759 乳幼児・眼科所見 胸部以外のX線直接撮影 胸部以外のＸ線直接撮部位 FALSE L3
760 乳幼児・耳鼻咽喉科所見 胸部以外のＸ線直接撮影所見 FALSE L4
761 乳幼児・歯科所見 胸部以外の特殊なX線撮影（CT) 胸部以外の特殊なＸ線撮影・ＣＴ・部位 FALSE L5
762 乳幼児・インフルエンザ菌ｂ型 胸部以外の特殊なＸ線撮影・ＣＴ・所見 FALSE L6
763 乳幼児・小児肺炎球菌 循環系理学検査 循環系理学検査方法 FALSE L7
764 乳幼児・Ｂ形肝炎 循環系理学検査所見 FALSE L8
765 乳幼児・四種混合 その他の循環機能検査 その他の循環機能検査方法 FALSE L9
766 乳幼児・ＢＣＧ その他の循環機能検査所見 FALSE LA
767 乳幼児・麻疹・風疹 腹部触診 腹部触診方法 FALSE LB
768 乳幼児・水痘 腹部触診所見 FALSE LC
769 乳幼児・日本脳炎 腹部のその他検査 腹部のその他検査方法 FALSE LD
770 児童生徒・栄養状態 腹部のその他検査結果 FALSE LE
771 児童生徒・脊柱胸郭四肢 頭部以外のＭＲＩ等検査 頭部以外のＭＲＩ等検査部位 FALSE LF
772 児童生徒・眼の疾患 頭部以外のＭＲＩ等検査所見 FALSE LG
773 児童生徒・耳鼻咽頭疾患 泌尿器系検査 泌尿器系・膀胱鏡検査結果 FALSE LH
774 児童生徒・児皮膚疾患 泌尿器系・尿路造影検査結果 FALSE LI
775 児童生徒・児耳鼻咽喉 泌尿器系・腎尿細管機能検査結果 FALSE LJ
776 児童生徒・皮膚疾患 泌尿器系・腎盂撮影検査結果 FALSE LK
777 児童生徒・結核判定 血液検査 血液・出血時間測定 FALSE LL
778 児童生徒・心電図判定 血液・メトヘモグロビン量 FALSE LM
779 児童生徒・その他 血液・網状赤血球数 FALSE LN
780 ７８０予備 血液・ハインツ小体形成の有無 FALSE LO
781 ７８１予備 血液・肺サーファクタントプロテイン・ＳＰ‐Ｄ FALSE LP
782 ７８２予備 血液・カルボキシヘモグロビン量・ＣＯＨｂ FALSE LQ
783 ７８３予備 血液・酸性ホスファターゼ量・ＡＣＰ FALSE LR
784 ７８４予備 血液・骨髄性細胞 FALSE LS
785 ７８５予備 血液・キノソイミン量 FALSE LT
786 ７８６予備 血液・赤血球プロトポルフィリン・ＨＰＬＣ法 FALSE LU
787 ７８７予備 血液・赤血球プロトポルフェリン量分布区分 FALSE LV
788 ７８８予備 血液・赤血球コリンエステラーゼ FALSE LW
789 ７８９予備 血液・鉛量 FALSE LX
790 ７９０予備 血液・鉛量分布区分 FALSE LY
791 ７９１予備 生化学検査 血清・間接ビリルビン FALSE LZ
792 ７９２予備 血清・ジアノグリーン法ＩＣＧ検査 FALSE M0
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793 ７９３予備 血清・アミノフェノール量 FALSE M1
794 ７９４予備 血清・インジウム量 FALSE M2
795 ７９５予備 血清・カドミウム量 FALSE M3
796 ７９６予備 血清・シアル化糖鎖高原抗原ＫＬ‐６量 FALSE M4
797 ７９７予備 血清・ニッケル量 FALSE M5
798 ７９８予備 血清・ニトログリコール量 FALSE M6
799 ７９９予備 血清・ニトロソアミン量 FALSE M7
800 聴力・２５０Ｈｚ・右 血清・ヒドロキシアミン量 FALSE M8
801 聴力・２５０Ｈｚ・左 血清・ベリリウム量 FALSE M9
802 聴力・５００Ｈｚ・右 血清・マンガン量 FALSE MA
803 聴力・５００Ｈｚ・左 血清・水銀量 FALSE MB
804 聴力・２０００Ｈｚ・右 血清・コリンエステラーゼ活性値 FALSE MC
805 聴力・２０００Ｈｚ・左 便検査 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ FALSE MD
806 聴力・８０００Ｈｚ・右 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ２６ FALSE ME
807 聴力・８０００Ｈｚ・左 検便・腸管出血性大腸菌Ｏ１１１ FALSE MF
808 握力・右 検便・赤痢菌 FALSE MG
809 握力・左 検便・サルモネラ属菌・チフス菌・パラチフス菌Ａを含む FALSE MH
810 維持握力１回目・右 検便・虫卵検査 FALSE MI
811 維持握力１回目・左 尿中物質検査 尿中・ヘモグロビンの有無 FALSE MJ
812 維持握力２回目・右 尿中・尿沈渣パパニコラ法による細胞診検査 FALSE MK
813 維持握力２回目・左 尿中・クレアチニン FALSE ML
814 つまみ力・右 尿中・メチル馬尿酸量 FALSE MM
815 つまみ力・左 尿中・メチル馬尿酸量・クレアチニン補正後 FALSE MN
816 タッピング・１０秒値・右 尿中・メチル馬尿酸分布区分 FALSE MO
817 タッピング・２０秒値・右 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量 FALSE MP
818 タッピング・３０秒値・右 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量・クレアチニン補正後 FALSE MQ
819 タッピング・１０秒値・左 尿中・Ｎ‐メチルホルムアミド量分布区分 FALSE MR
820 タッピング・２０秒値・左 尿中・トリクロル酢酸量 FALSE MS
821 タッピング・３０秒値・左 尿中・トリクロル酢酸量・クレアチニン補正後 FALSE MT
822 赤血球中のプロトポルフィリン量 尿中・トリクロル酢酸量分布区分 FALSE MU
823 赤血球中のプロトポルフィリン量・分布 尿中・総三塩化物量 FALSE MV
824 全血比重 尿中・総三塩化物量・クレアチニン補正後 FALSE MW
825 網状赤血球数 尿中・総三塩化物量分布区分 FALSE MX 2A110000001963202
826 血中カルボキシヘモグロビン量ＨｂＣＯ 尿中・馬尿酸量 FALSE MY
827 メトヘモグロビン量 尿中・馬尿酸量・クレアチニン補正後 FALSE MZ
828 骨髄性細胞 尿中・馬尿酸量分布区分 FALSE N0
829 酸性フォスファターゼ 尿中・２．５‐ヘキサンジオン量 FALSE N1
830 間接ビリルリン 尿中・２．６‐ヘキサンジオン量・クレアチニン補正後 FALSE N2
831 血清ＳＰ－Ｄ 尿中・２．５‐ヘキサンジオン量分布区分 FALSE N3
832 血清インジウム量 尿中・デルタアミノレブリン酸量 FALSE N4
833 血清シアル化糖鎖高原抗原ＫＬ－６量 尿中・デルタアミノレブリン酸量分布区分 FALSE N5
834 ジアノグリーン法ＩＣＧ検査 尿中・オルト‐トルイジン量 FALSE N6
835 血中アミノフェノール量 尿中・α‐１ミクログロブリン量 FALSE N7
836 血中カルシウム量 尿中・β２‐ミクログロブリン量 FALSE N8
837 血中キノソイミン量 尿中・Ｎ‐アセチルグルコサミニターゼ量 FALSE N9
838 血中水銀量 尿中・３．３‐ジクロロ‐４．４‐ジアミノジフェニルメタン量 FALSE NA
839 血中ニッケル量 尿中・メチルイソブチルケトン量 FALSE NB
840 血中ニトログリコール量 尿中・アニリン量 FALSE NC
841 血中ニトロソアミン量 尿中・アンチモン量 FALSE ND
842 血中ヒドロキシアミン量 尿中・カドミウム量 FALSE NE
843 血中ベリリウム量 尿中・コバルト量 FALSE NF
844 血中マンガン量 尿中・フタル酸量 FALSE NG
845 血中鉛量 尿中・水銀量 FALSE NH
846 血中鉛量・分布 尿中・１‐ナフトール量 FALSE NI
847 クレアチニンクリアランスＣＣＲ 尿中・２‐ナフトール量 FALSE NJ 8A025000009827101
848 尿中窒素・ＢＵＮ、ＵＮ 尿中・ニッケル量 FALSE NK
849 尿中メチル馬尿酸量 尿中・ニトログリコール量 FALSE NL
850 尿中メチル馬尿酸量・分布 尿中・バナジウム量 FALSE NM
851 尿中Ｎ－ジメチルホルムアミド量 尿中・パラ‐アミノフェノール量 FALSE NN
852 尿中Ｎ－ジメチルホルムアミド量・分布 尿中・ヒ素化合物量 FALSE NO
853 尿中トリクロル酢酸量 尿中・フッ素量 FALSE NP
854 尿中トリクロル酢酸量・分布 尿中・ベリリウム量 FALSE NQ
855 尿中総三塩化物量 尿中・ペンタクロルフェノール量 FALSE NR
856 尿中総三塩化物量・分布 尿中・マンガン量 FALSE NS
857 尿中馬尿酸量 尿中・マンデル酸量 FALSE NT
858 尿中馬尿酸量・分布 尿中・マンデル酸量＋フェニルグリオキシル酸の総量 FALSE NU

©日本医学健康管理評価協議会 28/98



KMATver3.2_20211001.xlsx ver2.2_ver3.２の比較 2021/10/20

項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
QRコード

JLAC10コードＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角

859 尿中２．５－ヘキサンジオン量 腎機能検査 クレアチニンクリアランス・ＣＣＲ FALSE NV
860 尿中２．５－ヘキサンジオン量・分布 ツベルクリン反応検査 ツベルクリン反応検査 FALSE NW
861 尿中デルタアミノレブリン酸量 予備項目 ８６１予備 FALSE NX
862 尿中デルタアミノレブリン酸量・分布 ８６２予備 FALSE NY
863 尿中コプロトポルフィリン量 ８６３予備 FALSE NZ
864 尿中マンデル酸量 ８６４予備 FALSE O0
865 尿中オルトトルイジン量 ８６５予備 FALSE O1
866 尿中ＭＯＣＡ量 ８６６予備 FALSE O2
867 尿中アンチモン量 ８６７予備 FALSE O3
868 尿中細胞診 ８６８予備 FALSE O4
869 尿中アニリン量 ８６９予備 FALSE O5
870 尿中カドミウム量 ８７０予備 FALSE O6
871 尿中コバルト量 運動機能検査 利き手 FALSE O7
872 尿中水銀量 握力・最大握力・右 FALSE O8
873 尿中１－ナフトール量 握力・最大握力・左 FALSE O9
874 尿中２－ナフトール量 握力・維持握力１回目・右 FALSE OA
875 尿中ニッケル量 握力・維持握力１回目・左 FALSE OB
876 尿中ニトログリコール量 握力・維持握力２回目・右 FALSE OC
877 尿中バナジウム量 握力・維持握力２回目・左 FALSE OD
878 尿中パラ－アミノフェノール量 運動機能検査・つまみ力・右 FALSE OE
879 尿中ヒ素化合物量 運動機能検査・つまみ力・左 FALSE OF
880 尿中フタル酸量 運動機能検査・腹筋力テスト FALSE OG
881 尿中フッ素量 運動機能検査・背筋力テスト FALSE OH
882 尿中ベリリウム量 運動機能検査・徒手筋力テスト FALSE OI
883 尿中ペンタクロルフェノール量 運動機能検査・関節可動域検査・部位 FALSE OJ
884 尿中マンガン量 運動機能検査・関節可動域検査の結果 FALSE OK
885 ８８５予備 運動機能検査・指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 FALSE OL
886 ８８６予備 運動機能検査・指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 FALSE OM
887 ８８７予備 運動機能検査・指の弾発現象、軋音の有無・右 FALSE ON
888 ８８８予備 運動機能検査・指の弾発現象、軋音の有無・左 FALSE OO
889 ８８９予備 運動機能検査・頸、肩、背、手指等の圧痛、硬結、腫脹の有無 FALSE OP
890 ８９０予備 運動機能検査・腕神経叢の圧痛の有無 FALSE OQ
891 ８９１予備 運動機能検査・筋力検査・右 FALSE OR
892 ８９２予備 運動機能検査・筋力検査・左 FALSE OS
893 ８９３予備 運動機能検査・筋委縮検査・右 FALSE OT
894 ８９４予備 運動機能検査・筋委縮検査・左 FALSE OU
895 ８９５予備 運動機能検査・その他の運動機能検査・検査方法 FALSE OV
896 ８９６予備 運動機能検査・その他の運動機能検査の結果 FALSE OW
897 ８９７予備 運動機能検査・その他の巧緻性テスト・テスト方法 FALSE OX
898 ８９８予備 運動機能検査・その他の巧緻性テストの結果 FALSE OY
899 ８９９予備 運動機能検査・その他の機能検査方法 FALSE OZ
900 作業による健康障害の既往歴 運動機能検査・その他の機能検査の結果 FALSE P0
901 自覚症状・既往 脊柱機能検査 脊柱機能検査・姿勢異常の有無 FALSE P1
902 他覚症状・既往 脊柱機能検査・脊椎の変形の有無 FALSE P2
903 神経内科学的検査 脊柱機能検査・側彎、体軸の傾斜 FALSE P3
904 有機・業務経歴調査 脊柱機能検査・腰部生理的前弯 FALSE P4
905 有機・有機溶剤業務１の内容 脊柱機能検査・その他の異常 FALSE P5
906 有機・含有有機溶剤１の１ 脊柱機能検査・脊柱の可動性の異常の有無 FALSE P6
907 有機・含有有機溶剤１の２ 脊柱機能検査・前屈：指床間距離 FALSE P7
908 有機・有機溶剤業務２の内容 脊柱機能検査・前屈時疼痛 FALSE P8
909 有機・含有有機溶剤２の１ 脊柱機能検査・後屈制限 FALSE P9
910 有機・含有有機溶剤２の２ 脊柱機能検査・脊柱の疼痛の有無 FALSE PA
911 有機・業務１の作業環境測定結果 脊柱機能検査・後屈時疼痛 FALSE PB
912 有機・業務２の作業環境測定結果 脊柱機能検査・その他の疼痛 FALSE PC
913 有機・業務１の内容 脊柱機能検査・腰背筋の緊張、圧痛の有無 FALSE PD
914 有機・業務１の使用有機溶剤名 脊柱機能検査・傍脊柱筋緊張増加、硬結・右 FALSE PE
915 有機・業務１の含有有機溶剤 脊柱機能検査・傍脊柱筋緊張増加、硬結・左 FALSE PF
916 有機・業務１の１日当たり従事時間 脊柱機能検査・その他の緊張・硬結 FALSE PG
917 有機・業務１の１週当たりの従事日数 自律神経機能検査 自律神経機能検査・検査方法 FALSE PH
918 有機・業務１の作業工程の変更の有無 自律神経機能検査・検査結果 FALSE PI
919 有機・業務１の使用有機溶剤の変更の有無 神経学的検査 神経学的・脳波検査結果 FALSE PJ
920 有機・業務１の取扱量の変更の有無 神経学的・筋電図検査結果 FALSE PK
921 有機・業務１の換気装置の種類 神経学的・神経伝道速度検査結果 FALSE PL
922 有機・業務１の換気装置の使用状況 神経生理学的検査 神経生理学的検査・圧痛、叩打痛の有無・検査部位別 FALSE PM
923 有機・業務１の保護具の種類 神経生理学的検査・神経伸展検査 FALSE PN
924 有機・業務１の保護具の使用状況 神経生理学的検査・深部腱反射 FALSE PO
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925 有機・業務１の事故修理による大量ばく露の有無 神経生理学的検査・知覚検査 FALSE PP
926 有機・業務１のその他の情報 神経生理学的検査・筋力検査の結果 FALSE PQ
927 有機・業務２の内容 神経生理学的検査・筋委縮検査の結果 FALSE PR
928 有機・業務２の使用有機溶剤名 神経生理学的検査・中枢神経系神経学的検査 FALSE PS
929 有機・業務２の含有有機溶剤 神経生理学的検査・その他の神経学的検査方法 FALSE PT
930 有機・業務２の１日当たり従事時間 神経生理学的検査・その他の神経学的検査結果 FALSE PU
931 有機・業務２の１週当たりの従事日数 皮膚等の検査 皮膚等検査・皮膚等所見 FALSE PV
932 有機・業務２の作業工程の変更の有無 皮膚等検査・爪所見 FALSE PW
933 有機・業務２の使用有機溶剤の変更の有無 皮膚等検査・皮膚貼付試験 FALSE PX
934 有機・業務２の取扱量の変更の有無 皮膚等検査・皮膚アレルギー反応検査 FALSE PY
935 有機・業務２の換気装置の種類 振動覚検査 振動覚検査・右第１指 FALSE PZ
936 有機・業務２の換気装置の使用状況 振動覚検査・右第２指 FALSE Q0
937 有機・業務２の保護具の種類 振動覚検査・右第３指 FALSE Q1
938 有機・業務２の保護具の使用状況 振動覚検査・右第４指 FALSE Q2
939 有機・業務２の事故、修理による大量ばく露の有無 振動覚検査・右第５指 FALSE Q3
940 有機・業務２のその他の情報 振動覚検査・左第１指 FALSE Q4
941 鉛・業務経歴調査 振動覚検査・左第２指 FALSE Q5
942 鉛・業務1 振動覚検査・左第３指 FALSE Q6
943 鉛・業務2 振動覚検査・左第４指 FALSE Q7
944 鉛・業務１の作業環境測定結果 振動覚検査・左第５指 FALSE Q8
945 鉛・業務２の作業環境測定結果 温冷覚検査 温冷覚検査・右手 FALSE Q9
946 鉛・業務１の内容 温冷覚検査・左手 FALSE QA
947 鉛・業務１の１日当たり従事時間 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第１指 FALSE QB
948 鉛・業務１の１週当たりの従事日数 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第２指 FALSE QC
949 鉛・業務１の作業工程の変更の有無 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第３指 FALSE QD
950 鉛・業務１の従事頻度の変更の有無 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第４指 FALSE QE
951 鉛・業務１の局所排気装置の使用状況 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・右第５指 FALSE QF
952 鉛・業務１の保護具の使用状況 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第１指 FALSE QG
953 鉛・業務１の保護具の種類 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第２指 FALSE QH
954 鉛・業務１の事故、修理による大量ばく露の有無 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第３指 FALSE QI
955 鉛・業務１のその他の情報 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第４指 FALSE QJ
956 鉛・業務２の内容 温冷覚検査・常温下皮膚温検査・左第５指 FALSE QK
957 鉛・業務２の１日当たり従事時間 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・片手 FALSE QL
958 鉛・業務２の１週当たりの従事日数 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第１指 FALSE QM
959 鉛・業務２の作業工程の変更の有無 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第２指 FALSE QN
960 鉛・業務２の従事頻度の変更の有無 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第３指 FALSE QO
961 鉛・業務２の局所排気装置の使用状況 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第４指 FALSE QP
962 鉛・業務２の保護具の使用状況 温冷覚検査・冷却負荷皮膚音検査・第５指 FALSE QQ
963 鉛・業務２の保護具の種類 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第１指 FALSE QR
964 鉛・業務２の事故、修理による大量ばく露の有無 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第２指 FALSE QS
965 鉛・業務２のその他の情報 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第３指 FALSE QT
966 四アルキル鉛・業務経歴調査 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第４指 FALSE QU
967 四アルキル鉛・業務１の内容 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・右第５指 FALSE QV
968 四アルキル鉛・業務１の１日当たり従事時間 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第１指 FALSE QW
969 四アルキル鉛・業務１の１週当たりの従事日数 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第２指 FALSE QX
970 四アルキル鉛・業務２の内容 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第３指 FALSE QY
971 四アルキル鉛・業務２の１日当たり従事時間 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第４指 FALSE QZ
972 四アルキル鉛・業務２の１週当たりの従事日数 温冷覚検査・常温下爪圧迫検査・左第５指 FALSE R0
973 特化・業務経歴調査 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・片手 FALSE R1
974 特化・業務内容・物質 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第１指 FALSE R2
975 特化・膀胱鏡検査一次 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第２指 FALSE R3
976 特化・腎盂撮影検査一次 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第３指 FALSE R4
977 特化・細胞診・パパニコラ法 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第４指 FALSE R5
978 特化・肝臓腫大の有無 温冷覚検査・冷却負荷後爪圧迫検査・第５指 FALSE R6
979 特化・脾臓腫大の有無 予備項目 ９７９予備 FALSE R7
980 特化・門歯、犬歯のカドミウム黄色環 ９８０予備 FALSE R8
981 特化・鼻腔所見 ９８１予備 FALSE R9
982 特化・皮膚の検査 ９８２予備 FALSE RA
983 特化１・簡易・作業環境測定結果 ９８３予備 FALSE RB
984 特化１・簡易・１日当たり従事時間 ９８４予備 FALSE RC
985 特化１・簡易・１週当たりの従事日数 ９８５予備 FALSE RD
986 特化１・簡易・作業工程の変更の有無 ９８６予備 FALSE RE
987 特化１・簡易・取扱量の変更の有無 ９８７予備 FALSE RF
988 特化１・簡易・ばく露防護設備 ９８８予備 FALSE RG
989 特化１・簡易・防護設備の使用状況 ９８９予備 FALSE RH
990 特化１・簡易・保護具１ ９９０予備 FALSE RI
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991 特化１・簡易・保護具２ ９９１予備 FALSE RJ
992 特化１・簡易・保護具の使用状況 ９９２予備 FALSE RK
993 特化１・簡易・事故修理による大量ばく露の有無 ９９３予備 FALSE RL
994 特化２・簡易・作業環境測定結果 ９９４予備 FALSE RM
995 特化２・簡易・１日当たり従事時間 ９９５予備 FALSE RN
996 特化２・簡易・１週当たりの従事日数 ９９６予備 FALSE RO
997 特化２・簡易・作業工程の変更の有無 ９９７予備 FALSE RP
998 特化２・簡易・取扱量の変更の有無 ９９８予備 FALSE RQ
999 特化２・簡易・ばく露防護設備 ９９９予備 FALSE RR
1000 特化２・簡易・防護設備の使用状況 １０００予備 FALSE RS
1001 特化２・簡易・保護具１ 特殊健診 特殊健診種類の名称 FALSE RT
1002 特化２・簡易・保護具２ 被ばく歴の有無 FALSE RU
1003 特化２・簡易・保護具の使用状況 累積外部被ばく線量 FALSE RV
1004 特化２・簡易・事故修理による大量ばく露の有無 累積内部被ばく線量 FALSE RW
1005 特化３・簡易・作業環境測定結果 眼の水晶体等価線量 FALSE RX
1006 特化３・簡易・１日当たり従事時間 皮膚の等価線量 FALSE RY
1007 特化３・簡易・１週当たりの従事日数 個別調査結果 じん肺健康診断 FALSE RZ
1008 特化３・簡易・作業工程の変更の有無 一般健康診断 FALSE S0
1009 特化３・簡易・取扱量の変更の有無 特定業務従事者・健康診断 FALSE S1
1010 特化３・簡易・ばく露防護設備 海外派遣労働者健康診断 FALSE S2
1011 特化３・簡易・防護設備の使用状況 給食従業員健康診断 FALSE S3
1012 特化３・簡易・保護具１ 労災二次健康診断 FALSE S4
1013 特化３・簡易・保護具２ 鉛健康診断 FALSE S5
1014 特化３・簡易・保護具の使用状況 四アルキル鉛健康診断 FALSE S6
1015 特化３・簡易・事故修理による大量ばく露の有無 高気圧作業健康診断 FALSE S7
1016 特化１・作業環境測定結果 電離放射線健康診断 FALSE S8
1017 特化１・１日当たり従事時間 緊急作業従事者健康診断・電離則第５６条の２ FALSE S9
1018 特化１・１週当たりの従事日数 除染作業電離放射線健康診断 FALSE SA
1019 特化１・作業工程の変更の有無 石綿健康診断 FALSE SB
1020 特化１・取扱量の変更の有無 騒音健康診断 FALSE SC
1021 特化１・ばく露防護設備 振動健康診断 FALSE SD
1022 特化１・防護設備の使用状況 腰痛健康診断 FALSE SE
1023 特化１・保護具１ 情報機器健康診断 FALSE SF
1024 特化１・保護具２ 上肢作業健康診断 FALSE SG
1025 特化１・保護具の使用状況 レーザー光線・赤外線・紫外線健康診断 FALSE SH
1026 特化１・事故修理による大量ばく露の有無 特定化学物質健康診断・ベンジジン FALSE SI
1027 特化１・その他の特記事項 特定化学物質健康診断・ビス・クロロメチル・エーテル FALSE SJ
1028 特化２・作業環境測定結果 特定化学物質健康診断・ベータナフチルアミン FALSE SK
1029 特化２・１日当たり従事時間 特定化学物質健康診断・ジクロルベンジジン FALSE SL
1030 特化２・１週当たりの従事日数 特定化学物質健康診断・アルファナフチルアミン FALSE SM
1031 特化２・作業工程の変更の有無 特定化学物質健康診断・塩化ビフェニル FALSE SN
1032 特化２・取扱量の変更の有無 特定化学物質健康診断・オルト‐トリジン FALSE SO
1033 特化２・ばく露防護設備 特定化学物質健康診断・ジアニシジン FALSE SP
1034 特化２・防護設備の使用状況 特定化学物質健康診断・ベリリウム FALSE SQ
1035 特化２・保護具１ 特定化学物質健康診断・ベンゾトリクロリド FALSE SR
1036 特化２・保護具２ 特定化学物質健康診断・アクリルアミド FALSE SS
1037 特化２・保護具の使用状況 特定化学物質健康診断・アクリロニトリル FALSE ST
1038 特化２・事故修理による大量ばく露の有無 特定化学物質健康診断・アルキル水銀化合物 FALSE SU
1039 特化２・その他の特記事項 特定化学物質健康診断・インジウム化合物 FALSE SV
1040 特化３・作業環境測定結果 特定化学物質健康診断・エチルベンゼン FALSE SW
1041 特化３・１日当たり従事時間 特定化学物質健康診断・エチレンイミン FALSE SX
1042 特化３・１週当たりの従事日数 特定化学物質健康診断・塩化ビニル FALSE SY
1043 特化３・作業工程の変更の有無 特定化学物質健康診断・塩素 FALSE SZ
1044 特化３・取扱量の変更の有無 特定化学物質健康診断・オーラミン FALSE T0
1045 特化３・ばく露防護設備 特定化学物質健康診断・オルト‐トルイジン FALSE T1
1046 特化３・防護設備の使用状況 特定化学物質健康診断・オルト‐フタロジニトリル FALSE T2
1047 特化３・保護具１ 特定化学物質健康診断・カドミウム FALSE T3
1048 特化３・保護具２ 特定化学物質健康診断・クロム酸 FALSE T4
1049 特化３・保護具の使用状況 特定化学物質健康診断・クロロホルム FALSE T5
1050 特化３・事故修理による大量ばく露の有無 特定化学物質健康診断・クロロメチルエーテル FALSE T6
1051 特化３・その他特記事項 特定化学物質健康診断・五酸化バナジウム FALSE T7
1052 特化・ハインツ小体形成の有無 特定化学物質健康診断・コバルト FALSE T8
1053 特化・視野狭窄の有無・右 特定化学物質健康診断・コールタール FALSE T9
1054 特化・視野狭窄の有無・左 特定化学物質健康診断・酸化プロピレン FALSE TA
1055 特化・視野欠損の有無・右 特定化学物質健康診断・三酸化二アンチモン FALSE TB
1056 特化・視野欠損の有無・左 特定化学物質健康診断・シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム FALSE TC
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1057 特化・聴力・気導検査 特定化学物質健康診断・四塩化炭素 FALSE TD
1058 特化・聴力・骨導検査 特定化学物質健康診断・１・４‐ジオキサン FALSE TE
1059 特化・聴力・鼓膜の検査 特定化学物質健康診断・１・２‐ジクロロエタン FALSE TF
1060 特化・鼻腔の鼻腔鏡検査 特定化学物質健康診断・３・３‐ジクロロ‐４・４‐ジアミノジフェニルメタン FALSE TG
1061 特化・聴診 特定化学物質健康診断・１・２‐ジクロロプロパン FALSE TH
1062 特化・打診 特定化学物質健康診断・ジクロロメタン FALSE TI
1063 特化・胸部ＣＴ、ＭＲＩ 特定化学物質健康診断・ジメチル‐２・２‐ジクロロビニルフォスヘイト FALSE TJ
1064 特化・酸素分圧ＰａＯ２ 特定化学物質健康診断・１・１‐ジメチルヒドラジン FALSE TK
1065 特化・炭酸ガス分圧ＰａＣＯ２ 特定化学物質健康診断・臭化メチル FALSE TL
1066 特化・ｐＨ 特定化学物質健康診断・水銀 FALSE TM
1067 特化・ＤＬｃｏ 特定化学物質健康診断・スチレン FALSE TN
1068 特化・呼気中一酸化炭素量 特定化学物質健康診断・１・１・２・２‐テトラクロロエタン FALSE TO
1069 特化・気管支鏡検査 特定化学物質健康診断・テトラクロロエチレン FALSE TP
1070 特化・膀胱鏡検査二次 特定化学物質健康診断・トリクロロエチレン FALSE TQ
1071 特化・尿路造影検査 特定化学物質健康診断・トリレンジイソシアネート FALSE TR
1072 特化・腎尿細管機能検査二次 特定化学物質健康診断・ナフタレン FALSE TS
1073 特化・腎盂撮影検査 特定化学物質健康診断・ニッケル化合物 FALSE TT
1074 特化・心電図検査 特定化学物質健康診断・ニッケルカルボニル FALSE TU
1075 特化・腹部超音波検査 特定化学物質健康診断・ニトログリコール FALSE TV
1076 特化・脳波検査 特定化学物質健康診断・パラ‐ジメチルアミノアゾベンゼン FALSE TW
1077 特化・筋電図検査 特定化学物質健康診断・パラ‐ニトロクロルベンゼン FALSE TX
1078 特化・運動機能検査 特定化学物質健康診断・砒素 FALSE TY
1079 特化・自律神経機能検査 特定化学物質健康診断・フッ化水素 FALSE TZ
1080 特化・循環機能検査 特定化学物質健康診断・ベータ‐プロピオラクトン FALSE U0
1081 特化・アレルギー反応検査・皮膚貼付試験 特定化学物質健康診断・ベンゼン等 FALSE U1
1082 特化・アレルギー反応検査・トリレンジイソシアネート 特定化学物質健康診断・ペンタクロルフェノール FALSE U2
1083 特化・リンパ腺・ベンゾトリクロリド 特定化学物質健康診断・マゼンタ FALSE U3
1084 特化・皮膚 特定化学物質健康診断・マンガン FALSE U4
1085 特化・上気道・酸化プロピレン 特定化学物質健康診断・メチルイソブチルケトン FALSE U5
1086 特化・肝・脾のシンチグラム検査 特定化学物質健康診断・沃化メチル FALSE U6
1087 特化・出血時間測定・フッ化水素 特定化学物質健康診断・溶接ヒューム FALSE U7 2B010000001732001
1088 特化・長管骨Ｘ線撮影検査・フッ化水素 特定化学物質健康診断・リフラクトリーセラミックファイバー FALSE U8
1089 高気圧・業務経歴調査 特定化学物質健康診断・硫化水素 FALSE U9
1090 高気圧・業務１ 特定化学物質健康診断・硫酸ジメチル FALSE UA
1091 高気圧・業務２ 特定化学物質健康診断・４‐アミノジフェニル FALSE UB
1092 高気圧・上肢・右 特定化学物質健康診断・４‐ニトロジフェニル FALSE UC
1093 高気圧・上肢・左 特殊健診・別表第１号 FALSE UD
1094 高気圧・下肢・右 特殊健診・別表第２号 FALSE UE
1095 高気圧・下肢・左 特殊健診・別表第３号 FALSE UF
1096 高気圧・鼓膜の検査 特殊健診・別表第４号 FALSE UG
1097 高気圧・業務１の内容 特殊健診・別表第５号 FALSE UH
1098 高気圧・業務１の１日当たり従事時間 特殊健診・別表第６号 FALSE UI
1099 高気圧・業務１の１週当たりの従事日数 特殊健診・別表第７号 FALSE UJ
1100 高気圧・業務１の圧気の変更の有無 特殊健診・別表第８号 FALSE UK
1101 高気圧・業務１の従事頻度の変更の有無 特殊健診・別表以外 FALSE UL
1102 高気圧・業務１のその他の情報 詳細聴取情報 作業条件の調査・化学物質の使用頻度／時間／日 FALSE UM
1103 高気圧・業務２の内容 作業条件の調査・化学物質の使用頻度／日／週 FALSE UN
1104 高気圧・業務２の１日当たり従事時間 作業条件の調査・作業工程の変更の有無 FALSE UO
1105 高気圧・業務２の１週当たりの従事日数 作業条件の調査・取扱量・使用頻度の変更の有無 FALSE UP
1106 高気圧・業務２の圧気の変更の有無 作業条件の調査・局所排気装置の使用状況 FALSE UQ
1107 高気圧・業務２の従事頻度の変更の有無 作業条件の調査・保護具の使用状況 FALSE UR
1108 高気圧・業務２のその他の情報 作業条件の調査・保護具の種類 FALSE US
1109 電離放射線業務経歴調査 作業条件の調査・事故・修理による化学物質への大量ばく露の有無 FALSE UT
1110 電離放射線・業務１ 作業条件の調査・化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 FALSE UU
1111 電離放射線・業務１の作業場所 作業条件の調査・その他特記事項 FALSE UV
1112 電離放射線・業務２ 高気圧作業時間／時間／日 FALSE UW
1113 電離放射線・業務２の作業場所 高気圧作業時間／日／週 FALSE UX
1114 電離放射線・累積外部被ばく線量 高気圧作業・作業室の気積または気こう室の床面積及び気積 FALSE UY
1115 電離放射線・累積内部被ばく線量 高気圧作業・作業室または気こう室の温度 FALSE UZ
1116 電離放射線・眼の水晶体等価線量 高気圧作業・気こう室における加圧の速度または潜行の速度 FALSE V0
1117 電離放射線・皮膚の等価線量 高気圧作業・気こう室における減圧の速度または浮上の速度 FALSE V1
1118 電離放射線・障害の有無 高気圧作業・再圧室を使用した救急処置を受けたことの有無 FALSE V2
1119 電離放射線・全身的所見 高気圧作業・その他の特記事項 FALSE V3
1120 電離放射線・右眼 診察所見 診察所見・聴診・打診・視触診 FALSE V4
1121 電離放射線・左眼 診察所見・上肢の運動機能・圧痛点の検査 FALSE V5
1122 電離放射線・発赤の有無 診察所見・上肢の運動痛の有無 FALSE V6
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1123 電離放射線・感想または縦じわの有無 診察所見・腕神経叢 FALSE V7
1124 電離放射線・潰瘍の有無 診察所見・圧痛、腫脹等の有無 FALSE V8
1125 電離放射線・爪の異常 診察所見・指の弾発現象・軋音の有無 FALSE V9
1126 石綿・業務経歴調査 診察所見・姿勢異常の有無 FALSE VA
1127 石綿・業務の内容 診察所見・脊椎の変形の有無 FALSE VB
1128 石綿・胸部エックス線直接撮影 診察所見・脊柱の可動性の異常の有無 FALSE VC
1129 石綿・胸部エックス線断層撮影 診察所見・脊柱の疼痛の有無 FALSE VD
1130 石綿・気管支鏡検査 診察所見・棘突起の圧痛、叩打痛の有無 FALSE VE
1131 じん肺・業務経歴調査 診察所見・腰背筋の緊張、圧痛の有無 FALSE VF
1132 じん肺・粉じん作業１ 診察所見・筋委縮・腱反射 FALSE VG
1133 じん肺・作業１の１日当たり従事時間 診察所見・知覚検査 FALSE VH
1134 じん肺・作業１の１週当たりの従事日数 診察所見・腹部触診所見 FALSE VI
1135 じん肺・粉じん作業２ 感染症ウイルス抗体検査 ウイルス・風疹ウイルス抗体検査 FALSE VJ
1136 じん肺・作業２の１日当たり従事時間 ウイルス・麻疹ウイルス抗体検査 FALSE VK
1137 じん肺・作業２の１週当たりの従事日数 ウイルス・水疱瘡ウイルス抗体検査 FALSE VL
1138 じん肺・粉じん作業３ ウイルス・ムンプスウイルス抗体検査 FALSE VM
1139 じん肺・作業３の１日当たり従事時間 予備項目 １１３９予備 FALSE VN
1140 じん肺・作業３の１週当たりの従事日数 １１４０予備 FALSE VO
1141 じん肺・管理区分 １１４１予備 FALSE VP
1142 じん肺・管理区分決定年月日 １１４２予備 FALSE VQ
1143 じん肺・撮影年月日 １１４３予備 FALSE VR
1144 じん肺・写真番号 １１４４予備 FALSE VS
1145 じん肺・撮影条件・ＫＶ １１４５予備 FALSE VT
1146 じん肺・撮影条件・ｍＡｓ １１４６予備 FALSE VU
1147 じん肺・判定日 １１４７予備 FALSE VV
1148 じん肺・所見 １１４８予備 FALSE VW
1149 じん肺・エックス線写真の像 １１４９予備 FALSE VX
1150 じん肺・小陰影の区分 １１５０予備 FALSE VY
1151 じん肺・大陰影の区分 １１５１予備 FALSE VZ
1152 じん肺・その他の肺野所見 １１５２予備 FALSE W0
1153 じん肺・Ｖ２５／身長 １１５３予備 FALSE W1
1154 じん肺・酸素分圧Ｐｏ２ １１５４予備 FALSE W2
1155 じん肺・炭酸ガス分圧Ｐｃｏ２ １１５５予備 FALSE W3
1156 じん肺・肺胞気・動脈酸素分圧較差ＡａＤｏ２ １１５６予備 FALSE W4
1157 じん肺・肺機能判定 １１５７予備 FALSE W5
1158 じん肺・結核菌塗抹 １１５８予備 FALSE W6
1159 じん肺・結核菌培養 １１５９予備 FALSE W7
1160 じん肺・胸部ＣＴ、ＭＲＩ １１６０予備 FALSE W8
1161 じん肺・ツベルクリン反応・縦径 １１６１予備 FALSE W9
1162 じん肺・ツベルクリン反応・横径 １１６２予備 FALSE WA
1163 じん肺・痰の量 １１６３予備 FALSE WB
1164 じん肺・痰の性状 １１６４予備 FALSE WC
1165 じん肺・作業１・粉じん管理区分 １１６５予備 FALSE WD
1166 じん肺・作業２・粉じん管理区分 １１６６予備 FALSE WE
1167 じん肺・作業３・粉じん管理区分 １１６７予備 FALSE WF
1168 労災・頸部エコー １１６８予備 FALSE WG
1169 労災・微量アルブミン検査 １１６９予備 FALSE WH
1170 ＶＤＴ・業務経歴調査 １１７０予備 FALSE WI
1171 ＶＤＴ・従事作業１ １１７１予備 FALSE WJ
1172 ＶＤＴ・作業１の１日当たり従事時間 １１７２予備 FALSE WK
1173 ＶＤＴ・作業１の１週当たりの従事日数 １１７３予備 FALSE WL
1174 ＶＤＴ・従事作業２ １１７４予備 FALSE WM
1175 ＶＤＴ・作業２の１日当たり従事時間 １１７５予備 FALSE WN
1176 ＶＤＴ・作業２の１週当たりの従事日数 １１７６予備 FALSE WO
1177 ＶＤＴ・従事作業３ １１７７予備 FALSE WP
1178 ＶＤＴ・作業３の１日当たり従事時間 １１７８予備 FALSE WQ
1179 ＶＤＴ・作業３の１週当たりの従事日数 １１７９予備 FALSE WR
1180 ＶＤＴ・診察所見 １１８０予備 FALSE WS
1181 ＶＤＴ・ラウス・ウェーバーテスト １１８１予備 FALSE WT
1182 ＶＤＴ・腹筋力テスト １１８２予備 FALSE WU
1183 ＶＤＴ・背筋力テスト １１８３予備 FALSE WV
1184 ＶＤＴ・ＳＬＲテスト １１８４予備 FALSE WW
1185 ＶＤＴ・体前屈テスト １１８５予備 FALSE WX
1186 ＶＤＴ・乱視軸・右 １１８６予備 FALSE WY
1187 ＶＤＴ・乱視軸・左 １１８７予備 FALSE WZ
1188 ＶＤＴ・乱視度数・右 １１８８予備 FALSE X0
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1189 ＶＤＴ・乱視度数・左 １１８９予備 FALSE X1
1190 ＶＤＴ・屈折・右 １１９０予備 FALSE X2
1191 ＶＤＴ・屈折・左 １１９１予備 FALSE X3
1192 ＶＤＴ・眼位・右 １１９２予備 FALSE X4
1193 ＶＤＴ・眼位・左 １１９３予備 FALSE X5
1194 ＶＤＴ・神経伸展検査 １１９４予備 FALSE X6
1195 ＶＤＴ・深部腱反射 １１９５予備 FALSE X7
1196 ＶＤＴ・知覚検査 特別記載事項 特別記載事項・検査由来の申し送り事項１ FALSE X8
1197 ＶＤＴ・徒手筋力テスト 特別記載事項・検査由来の申し送り事項２ FALSE X9
1198 ＶＤＴ・筋委縮検査 特別記載事項・検査由来の申し送り事項３ FALSE XA
1199 ＶＤＴ・モーレイテスト 特別記載事項・検査由来の申し送り事項４ FALSE XB
1200 ＶＤＴ・ＣＴ検査 システム情報 変換経由・ＸＭＬ経由 FALSE XC
1201 ＶＤＴ・ＭＲＩ検査 住民検診対応・受診者基本情報３ カナ氏名・姓 FALSE XD
1202 騒音・業務経歴調査 カナ氏名・名 FALSE XE
1203 騒音・業務１ 漢字氏名・姓 FALSE XF
1204 騒音・業務１の１日当たり従事時間 漢字氏名・名 FALSE XG
1205 騒音・業務１の１週当たりの従事日数 受診者の電話番号 FALSE XH
1206 騒音・業務１の保護具の使用状況 肺がん一次検診・問診 肺がん検診・過去の受診歴 FALSE XI 9P500000000000011
1207 騒音・業務２ 肺がん検診・肺がんに係る症状の有無 FALSE XJ 9P501000000000011
1208 騒音・業務２の１日当たり従事時間 肺がん検診・喫煙指数 FALSE XK 9N737000000000012
1209 騒音・業務２の１週当たりの従事日数 胸部エックス線検査 肺がん検診・胸部エックス線検査判定 FALSE XL 9P502000000000011
1210 騒音・業務２の保護具の使用状況 肺がん検診・胸部エックス線検査所見 FALSE XM 9P503160800000049
1211 騒音・業務３ 喀痰検査 肺がん検診・喀痰検査受診日 FALSE XN 7A030161506144349
1212 騒音・業務３の１日当たり従事時間 肺がん検診・喀痰検査判定 FALSE XO 7A030000006144311
1213 騒音・業務３の１週当たりの従事日数 肺がん検診・喀痰検査所見 FALSE XP 7A030160806144349
1214 騒音・業務３の保護具の使用状況 検診結果 肺がん検診・精密検査対象有無 FALSE XQ 9P504000000000011
1215 騒音・気導検査 肺がん検診・その他所見 FALSE XR 9P505160800000049
1216 騒音・骨導検査 肺がん検診による偶発症の有無 FALSE XS 9P506000000000011
1217 騒音・ＣＴ検査 肺がん精密検査・検診結果 肺がん検診・精密検査結果 FALSE XT 9P507000000000011
1218 騒音・ＭＲＩ検査 肺がん検診・精密検査その他所見 FALSE XU 9P508160800000049
1219 騒音・作業環境測定結果 肺がん検診・精密検査による偶発症の有無 FALSE XV 9P509000000000011
1220 有害光線・業務経歴調査 乳がん一次検診・問診 乳がん検診・過去の受診歴 FALSE XW 9P520000000000011
1221 有害光線業務１ 乳がん検診・乳がんに係る症状の有無 FALSE XX 9P521000000000011
1222 有害光線業務１・紫外線 マンモグラフィー検査 乳がん検診・マンモグラフィー検査判定 FALSE XY 9N281000000000011
1223 有害光線業務１・赤外線 乳がん検診・マンモグラフィー検査所見 FALSE XZ 9N281160800000049
1224 有害光線業務１・レーザー 検診結果 乳がん検診・精密検査対象有無 FALSE Y0 9P522000000000011
1225 有害光線業務１・種類 乳がん検診・その他所見 FALSE Y1 9P523160800000049
1226 有害光線業務１・波長 乳がん検診による偶発症の有無 FALSE Y2 9P524000000000011
1227 有害光線業務１・出力 乳がん精密検査・検診結果 乳がん検診・精密検査結果 FALSE Y3 9P525000000000011
1228 有害光線・業務１の１日当たり従事時間 乳がん検診・精密検査その他所見 FALSE Y4 9P526160800000049
1229 有害光線・業務１の１週当たりの従事時間 乳がん検診・精密検査による偶発症の有無 FALSE Y5 9P527000000000011
1230 有害光線業務１の保護具の使用状況 胃がん一次検診・問診 胃がん検診・過去の受診歴 FALSE Y6 9P540000000000011
1231 有害光線業務１の保護具の種類 胃がん検診・胃がんに係る症状の有無 FALSE Y7 9P541000000000011
1232 有害光線業務２ 胃エックス線検査 胃がん検診・胃部エックス線検査検査判定 FALSE Y8 9P542160700000011
1233 有害光線業務２・紫外線 胃がん検診・胃部エックス線検査所見 FALSE Y9 9P543160800000049
1234 有害光線業務２・赤外線 胃内視鏡検査 胃がん検診・胃内視鏡検査検査判定 FALSE YA 9P544160700000011
1235 有害光線業務２・レーザー 胃がん検診・胃内視鏡検査所見 FALSE YB 9P545160800000049
1236 有害光線業務２・種類 検診結果 胃がん検診・精密検査の対象有無 FALSE YC 9P546000000000011
1237 有害光線業務２・波長 胃がん検診・その他所見 FALSE YD 9P547160800000049
1238 有害光線業務２・出力 胃がん検診による偶発症の有無 FALSE YE 9P548000000000011
1239 有害光線業務２の１日当たり従事時間 胃がん精密検査・検診結果 胃がん検診・精密検査結果 FALSE YF 9P549000000000011
1240 有害光線業務２の１週当たり従事時間 胃がん検診・精密検査その他所見 FALSE YG 9P550160800000049
1241 有害光線業務２の保護具の使用状況 胃がん検診・精密検査による偶発症の有無 FALSE YH 9P551000000000011
1242 有害光線業務２の保護具の種類 子宮頸がん一次検診・問診 子宮頸がん検診・過去の受診歴 FALSE YI 9P560000000000011
1243 有害光線作業・前房部・角膜所見 子宮頸がん検診・子宮頸がんに係る症状の有無 FALSE YJ 9P561000000000011
1244 有害光線作業・前房部・水晶体所見 視診・内診 子宮頸がん検診・視診所見有無 FALSE YK 9N291160700000011
1245 有害光線作業・眼底所見・網膜所見 子宮頸がん検診・視診所見内容 FALSE YL 9N291160800000049
1246 振動・業務経歴調査 子宮頸がん検診・内診所見有無 FALSE YM 9N296160700000011
1247 振動・業務１ 子宮頸がん検診・内診所見内容 FALSE YN 9N296160800000049
1248 振動・作業１の１日当たり従事時間 頸部細胞診検査 子宮頸がん検診・頸部細胞診検査判定 FALSE YO 7A021000008543311
1249 振動・作業１の１週当たりの従事時間 子宮頸がん検診・頸部細胞診検査所見 FALSE YP 7A021160808543349
1250 振動・保護具の使用状況１ 検診結果 子宮頸がん検診・精密検査の対象有無 FALSE YQ 9P562000000000011
1251 振動・保護具の種類１ 子宮頸がん検診・その他所見 FALSE YR 9P563160800000049
1252 振動・従事作業２ 子宮頚がん検診による偶発症の有無 FALSE YS 9P564000000000011
1253 振動・作業２の１日当たり従事時間 子宮頸がん精密検査・検診結果 子宮頸がん検診・精密検査結果 FALSE YT 9P565000000000011
1254 振動・作業２の１週当たりの従事時間 子宮頸がん検診・精密検査その他所見 FALSE YU 9P566160800000049
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1255 振動・保護具の使用状況２ 子宮頸がん検診・精密検査による偶発症の有無 FALSE YV 9P567000000000011
1256 振動・保護具の種類２ 大腸がん一次検診問診 大腸がん検診・過去の受診歴 FALSE YW 9P580000000000011
1257 振動・視触診 大腸がん検診・大腸がんに係る症状の有無 FALSE YX 9P581000000000011
1258 振動・皮膚温・右手・示指 便潜血検査 大腸がん検診・便潜血検査判定 FALSE YY 1B040000001599811
1259 振動・皮膚温・右手・中指 大腸がん検診・便潜血検査所見 FALSE YZ 1B040160801599849
1260 振動・皮膚温・右手・環指 検診結果 大腸がん検診・精密検査の対象有無 FALSE Z0 9P582000000000011
1261 振動・皮膚温・右手・小指 大腸がん検診・その他所見 FALSE Z1 9P583160800000049
1262 振動・皮膚温・左手・示指 大腸がん検診による偶発症の有無 FALSE Z2 9P584000000000011
1263 振動・皮膚温・左手・中指 大腸がん精密検査・検診結果 大腸がん検診・精密検査結果 FALSE Z3 9P585000000000011
1264 振動・皮膚温・左手・環指 大腸がん検診・精密検査その他所見 FALSE Z4 9P586160800000049
1265 振動・皮膚温・左手・小指 大腸がん検診・精密検査による偶発症の有無 FALSE Z5 9P587000000000011
1266 振動・爪圧迫・右手・示指 肝炎ウイルス一次検診・問診 肝炎ウイルス検診・問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた経験の有無 FALSE Z6 9P600000000000011
1267 振動・爪圧迫・右手・中指 肝炎ウイルス検診・問診：肝臓病歴、肝機能が悪いと言われた時期 FALSE Z7 9P601160800000049
1268 振動・爪圧迫・右手・環指 肝炎ウイルス検診・問診：広範な外科的処置歴の有無 FALSE Z8 9P602000000000011
1269 振動・爪圧迫・左手・示指 肝炎ウイルス検診・問診：広範な外科的処置時期 FALSE Z9 9P603160800000049
1270 振動・爪圧迫・左手・中指 肝炎ウイルス検診・問診：妊娠：分娩時の多量出血歴の有無 FALSE ZA 9P604000000000011
1271 振動・爪圧迫・左手・環指 肝炎ウイルス検診・問診：妊娠：分娩時の多量出血の時期 FALSE ZB 9P605160800000049
1272 振動・痛覚・右手・示指 肝炎ウイルス検診・問診：定期的な肝機能検査受診の有無 FALSE ZC 9P606000000000011
1273 振動・痛覚・右手・中指 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無 FALSE ZD 9P607000000000011
1274 振動・痛覚・右手・環指 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎ウイルス検査の受診時期 FALSE ZE 9P608160800000049
1275 振動・痛覚・左手・示指 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎治療歴の有無 FALSE ZF 9P609000000000011
1276 振動・痛覚・左手・中指 肝炎ウイルス検診・問診：Ｂ型肝炎治療時期 FALSE ZG 9P610160800000049
1277 振動・痛覚・左手・環指 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎ウイルス検査の受診歴の有無 FALSE ZH 9P611000000000011
1278 振動・振動覚・右手・示指・１２５Ｈｚ 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治時期 FALSE ZI 9P612160800000049
1279 振動・振動覚・右手・中指・１２５Ｈｚ 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治療歴の有無 FALSE ZJ 9P613000000000011
1280 振動・振動覚・右手・環指・１２５Ｈｚ 肝炎ウイルス検診・問診：Ｃ型肝炎治療時期 FALSE ZK 9P614160800000049
1281 振動・振動覚・右手・示指・２５０Ｈｚ B型肝炎ウイルス検査 肝炎ウイルス検診・Ｂ型肝炎ウイルス検査判定 FALSE ZL 9P615000000000011
1282 振動・振動覚・右手・中指・２５０Ｈｚ C型肝炎ウイルス検査 肝炎ウイルス検診・Ｃ型肝炎ウイルス検査判定 FALSE ZM 9N401000000000011
1283 振動・振動覚・右手・環指・２５０Ｈｚ 肝炎ウイルス精密検査・検診結果 肝炎ウイルス検診・精密検査結果 FALSE ZN 9P616000000000011
1284 振動・振動覚・左手・示指・１２５Ｈｚ 肝炎ウイルス検診・精密検査その他所見 FALSE ZO 9P617160800000049
1285 振動・振動覚・左手・中指・１２５Ｈｚ 骨粗鬆症一次検診・問診 骨粗鬆症検診・問診：過去の検査判定 FALSE ZP 9P620000000000011
1286 振動・振動覚・左手・環指・１２５Ｈｚ 骨粗鬆症検診・問診：過去の精密検査の対象有無 FALSE ZQ 9P621000000000011
1287 振動・振動覚・左手・示指・２５０Ｈｚ 骨粗鬆症検診・問診：現在の体重 FALSE ZR 9N001000000000001
1288 振動・振動覚・左手・中指・２５０Ｈｚ 骨粗鬆症検診・問診：現在の身長 FALSE ZS 9N006000000000001
1289 振動・振動覚・左手・環指・２５０Ｈｚ 骨粗鬆症検診・問診：骨折の既往歴 FALSE ZT 9P622000000000011
1290 振動・手関節 骨粗鬆症検診・問診：過去の骨折の部位 FALSE ZU 9P623160800000049
1291 振動・肘関節 骨粗鬆症検診・問診：大腿骨近位部骨折の家族歴 FALSE ZV 9P624000000000011
1292 振動・頸椎 骨粗鬆症検診・問診：喫煙習慣 FALSE ZW 9P625000000000011
1293 振動・二次・抹消循環機能・室温 骨粗鬆症検診・問診：飲酒量 FALSE ZX 9P626000000000001
1294 振動・二次・抹消循環機能・冷却負荷温度 骨粗鬆症検診・問診：ステロイド内服 FALSE ZY 9P627000000000011
1295 振動・二次・皮膚温・左手・示指・常温 骨粗鬆症検診・問診：関節リウマチ罹患 FALSE ZZ 9P628000000000011
1296 振動・二次・皮膚温・左手・中指・常温 骨粗鬆症検診・問診：その他の既往歴 FALSE 100 9P629160800000049
1297 振動・二次・皮膚温・左手・環指・常温 骨粗鬆症検診・問診：活動量・運動頻度 FALSE 101 9P630000000000011
1298 振動・二次・皮膚温・左手・小指・常温 骨粗鬆症検診・問診：月経の有無 FALSE 102 9P631000000000011
1299 振動・二次・皮膚温・左手・示指・冷却負荷６分後 骨粗鬆症検診・問診：閉経の理由 FALSE 103 9P632000000000011
1300 振動・二次・皮膚温・左手・中指・冷却負荷６分後 骨粗鬆症検診・問診：閉経年齢 FALSE 104 9P633000000000001
1301 振動・二次・皮膚温・左手・環指・冷却負荷６分後 骨粗鬆症検診・問診：その他問診事項 FALSE 105 9P634160800000049
1302 振動・二次・皮膚温・左手・小指・冷却負荷６分後 DXA検査 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査骨量値 FALSE 106 9Z507195600000001
1303 振動・二次・皮膚温・左手・示指・冷却負荷７分後 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査骨密度 FALSE 107 9Z507195700000001
1304 振動・二次・皮膚温・左手・中指・冷却負荷７分後 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査測定部位 FALSE 108 9Z507195800000049
1305 振動・二次・皮膚温・左手・環指・冷却負荷７分後 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査に使用した機器 FALSE 109 9Z507195900000049
1306 振動・二次・皮膚温・左手・小指・冷却負荷７分後 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査判定 FALSE 10A 9Z507000000000011
1307 振動・二次・皮膚温・左手・示指・冷却負荷８分後 骨粗鬆症検診・ＤＸＡ検査所見 FALSE 10B 9Z507160800000049
1308 振動・二次・皮膚温・左手・中指・冷却負荷８分後 エックス線検査 骨粗鬆症検診・エックス線検査骨量値 FALSE 10C 9Z531195600000001
1309 振動・二次・皮膚温・左手・環指・冷却負荷８分後 骨粗鬆症検診・エックス線検査骨密度 FALSE 10D 9Z531195700000001
1310 振動・二次・皮膚温・左手・小指・冷却負荷８分後 骨粗鬆症検診・エックス線検査測定部位 FALSE 10E 9Z531195800000049
1311 振動・二次・皮膚温・左手・示指・冷却負荷９分後 骨粗鬆症検診・エックス線検査に使用した機器 FALSE 10F 9Z531195900000049
1312 振動・二次・皮膚温・左手・中指・冷却負荷９分後 骨粗鬆症検診・エックス線検査判定 FALSE 10G 9Z531000000000011
1313 振動・二次・皮膚温・左手・環指・冷却負荷９分後 骨粗鬆症検診・エックス線検査所見 FALSE 10H 9Z531160800000049
1314 振動・二次・皮膚温・左手・小指・冷却負荷９分後 CT検査 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査骨量値 FALSE 10I 9Z536195600000001
1315 振動・二次・皮膚温・左手・示指・冷却負荷１０分後 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査骨密度 FALSE 10J 9Z536195700000001
1316 振動・二次・皮膚温・左手・中指・冷却負荷１０分後 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査測定部位 FALSE 10K 9Z536195800000049
1317 振動・二次・皮膚温・左手・環指・冷却負荷１０分後 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査に使用した機器 FALSE 10L 9Z536195900000049
1318 振動・二次・皮膚温・左手・小指・冷却負荷１０分後 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査判定 FALSE 10M 9Z536000000000011
1319 振動・二次・皮膚温・左手・示指・５分後 骨粗鬆症検診・ＣＴ検査所見 FALSE 10N 9Z536160800000049
1320 振動・二次・皮膚温・左手・中指・５分後 超音波検査 骨粗鬆症検診・超音波検査骨量値 FALSE 10O 9Z541195600000001
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1321 振動・二次・皮膚温・左手・環指・５分後 骨粗鬆症検診・超音波検査骨密度 FALSE 10P 9Z541195700000001
1322 振動・二次・皮膚温・左手・小指・５分後 骨粗鬆症検診・超音波検査測定部位 FALSE 10Q 9Z541195800000049
1323 振動・二次・皮膚温・左手・示指・１０分後 骨粗鬆症検診・超音波検査に使用した機器 FALSE 10R 9Z541195900000049
1324 振動・二次・皮膚温・左手・中指・１０分後 骨粗鬆症検診・超音波検査判定 FALSE 10S 9Z541000000000011
1325 振動・二次・皮膚温・左手・環指・１０分後 骨粗鬆症検診・超音波検査所見 FALSE 10T 9Z541160800000049
1326 振動・二次・皮膚温・左手・小指・１０分後 検診結果 骨粗鬆症検診・判定 FALSE 10U 9P637000000000011
1327 振動・二次・爪圧迫・右手・示指 骨粗鬆症精密検査・検診結果 骨粗鬆症検診・精密検査結果 FALSE 10V 9P638000000000011
1328 振動・二次・爪圧迫・右手・中指 骨粗鬆症検診・精密検査その他所見 FALSE 10W 9P639160800000049
1329 振動・二次・爪圧迫・右手・環指 歯周疾患検診・問診 歯周疾患検診・問診：１日での歯をみがく頻度 FALSE 10X 9P650000000000011
1330 振動・二次・爪圧迫・右手・小指 歯周疾患検診・問診：歯間ブラシやフロスの使用頻度 FALSE 10Y 9P651000000000011
1331 振動・二次・爪圧迫・左手・示指 歯周疾患検診・問診：過去１年間の歯科検診の受診の有無 FALSE 10Z 9P652000000000011
1332 振動・二次・爪圧迫・左手・中指 歯周疾患検診・問診：喫煙歴 FALSE 110 9P653000000000011
1333 振動・二次・爪圧迫・左手・環指 歯周疾患検診・問診：喫煙を開始した年齢 FALSE 111 9P654000000000001
1334 振動・二次・爪圧迫・左手・小指 歯周疾患検診・問診：喫煙を止めた年齢 FALSE 112 9P655000000000001
1335 振動・二次・爪圧迫・左手・示指・５分後 歯周疾患検診・問診：１日の平均喫煙本数 FALSE 113 9P656000000000001
1336 振動・二次・爪圧迫・左手・中指・５分後 歯周疾患検診・問診：糖尿病罹患の有無 FALSE 114 9P657000000000011
1337 振動・二次・爪圧迫・左手・環指・５分後 歯周疾患検診・問診：関節リウマチ罹患の有無 FALSE 115 9P658000000000011
1338 振動・二次・爪圧迫・左手・小指・５分後 歯周疾患検診・問診：狭心症：心筋梗塞：脳梗塞罹患の有無 FALSE 116 9P659000000000011
1339 振動・二次・爪圧迫・左手・示指・１０分後 歯周疾患検診・問診：内蔵脂肪型肥満の有無 FALSE 117 9P660000000000011
1340 振動・二次・爪圧迫・左手・中指・１０分後 歯周疾患検診・問診：妊娠の有無 FALSE 118 9P661000000000011
1341 振動・二次・爪圧迫・左手・環指・１０分後 歯周疾患検診・問診：その他全身の状態 FALSE 119 9P662160800000049
1342 振動・二次・爪圧迫・左手・小指・１０分後 歯数 歯周疾患検診・健全歯数 FALSE 11A 9P663000000000001
1343 振動・二次・痛覚・両手・示指 歯周疾患検診・未処置歯数 FALSE 11B 9P664000000000001
1344 振動・二次・痛覚・両手・中指 歯周疾患検診・処置歯数 FALSE 11C 9P665000000000001
1345 振動・二次・痛覚・両手・環指 歯周疾患検診・喪失歯数 FALSE 11D 9P666000000000001
1346 振動・二次・痛覚・前腕・橈骨側・尺骨側 歯周疾患検診・要補綴歯数 FALSE 11E 9P667000000000001
1347 振動・二次・痛覚・上腕・橈骨側・尺骨側 歯周疾患検診・欠損補綴歯数 FALSE 11F 9P668000000000001
1348 振動・二次・振動覚・両手・示指 歯周疾患検診・現在歯数 FALSE 11G 9P669000000000001
1349 振動・二次・振動覚・両手・中指 歯肉出血 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：１７または１６ FALSE 11H 9P670000000000011
1350 振動・二次・振動覚・両手・環指 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：１１ FALSE 11I 9P671000000000011
1351 振動・二次・温覚・手背 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：２６または２７ FALSE 11J 9P672000000000011
1352 振動・二次・振動覚・手背 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：４７または４６ FALSE 11K 9P673000000000011
1353 振動・二次・指先容積脈波 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：３１ FALSE 11L 9P674000000000011
1354 振動・二次・心電図検査 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：３６または３７ FALSE 11M 9P675000000000011
1355 振動・二次・手関節 歯周疾患検診・歯肉出血ＢＯＰ：最大値 FALSE 11N 9P676000000000011
1356 振動・二次・肘関節 歯周ポケット 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：１７または１６ FALSE 11O 9P677000000000011
1357 振動・二次・頸椎 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：１１ FALSE 11P 9P678000000000011
1358 １３５８予備（聴力所見区分１０００右） 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：２６または２７ FALSE 11Q 9P679000000000011
1359 １３５９予備（聴力所見区分１０００左） 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：４７または４６ FALSE 11R 9P680000000000011
1360 １３６０予備（聴力所見区分４０００右　４０ｄＢ） 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：３１ FALSE 11S 9P681000000000011
1361 １３６１予備（聴力所見区分４０００左　４０ｄＢ） 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：３６または３７ FALSE 11T 9P682000000000011
1362 １３６２予備（聴力所見区分４０００右　３０ｄＢ） 歯周疾患検診・歯周ポケットＰＤ：最大値 FALSE 11U 9P683000000000011
1363 １３６３予備（聴力所見区分４０００左　３０ｄＢ） 歯石等 歯周疾患検診・歯石の付着 FALSE 11V 9P684000000000011
1364 １３６４予備 歯周疾患検診・口腔清掃状態 FALSE 11W 9P685000000000011
1365 １３６５予備 歯周疾患検診・歯列咬合所見 FALSE 11X 9P686000000000011
1366 １３６６予備 歯周疾患検診・顎関節所見 FALSE 11Y 9P687000000000011
1367 １３６７予備 歯周疾患検診・粘膜所見 FALSE 11Z 9P688000000000011
1368 １３６８予備 歯周疾患検診・その他所見 FALSE 120 9P689160800000049
1369 １３６９予備 歯周疾患検診・判定区分 FALSE 121 9P690000000000011
1370 １３７０予備 歯周疾患精密検査 歯周疾患検診・精密検査結果 FALSE 122 9P691000000000011
1371 １３７１予備 歯周疾患検診・精密検査その他所見 FALSE 123 9P692160800000049
1372 １３７２予備 妊婦健診 妊婦健診・不規則抗体検査 FALSE 124
1373 １３７３予備 妊婦健診・ヒト免疫不全ウイルス検査ＨＩＶ FALSE 125
1374 １３７４予備 妊婦健診・風疹ウイルス抗体検査 FALSE 126
1375 １３７５予備 妊婦健診・成人Ｔ細胞白血病ウイルス検査ＨＴＬＶ‐１抗体 FALSE 127
1376 １３７６予備 妊婦健診・トキソプラズマ抗体検査 FALSE 128
1377 １３７７予備 妊婦健診・Ｂ群溶結連鎖球菌 FALSE 129
1378 １３７８予備 妊婦健診・性器クラミジア検査 FALSE 12A
1379 １３７９予備 妊婦健診・胎児心拍数モニタリング判定ＮＳＴ FALSE 12B
1380 １３８０予備 妊婦健診・風疹 FALSE 12C
1381 １３８１予備 妊婦健診・麻疹 FALSE 12D
1382 １３８２予備 妊婦健診・水疱瘡 FALSE 12E
1383 １３８３予備 妊婦健診・ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型 FALSE 12F
1384 １３８４予備 妊婦健診・小児肺炎球菌 FALSE 12G
1385 １３８５予備 妊婦健診・Ｂ型肝炎 FALSE 12H
1386 １３８６予備 妊婦健診・ジフテリア FALSE 12I
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1387 １３８７予備 妊婦健診・百日咳 FALSE 12J
1388 １３８８予備 妊婦健診・破傷風 FALSE 12K
1389 １３８９予備 妊婦健診・ポリオ・急性灰白髄炎 FALSE 12L
1390 １３９０予備 妊婦健診・ＢＣＧ FALSE 12M
1391 １３９１予備 分娩時情報 妊婦健診・分娩日時 FALSE 12N
1392 １３９２予備 妊婦健診・妊娠週・日 FALSE 12O
1393 １３９３予備 妊婦健診・分娩経過 FALSE 12P
1394 １３９４予備 妊婦健診・分娩方法 FALSE 12Q
1395 １３９５予備 妊婦健診・分娩所要時間 FALSE 12R
1396 １３９６予備 妊婦健診・出血量 FALSE 12S
1397 １３９７予備 妊婦健診・輸血の有無 FALSE 12T
1398 １３９８予備 胎児情報 妊婦健診・胎児・性別 FALSE 12U
1399 １３９９予備 妊婦健診・胎児数 FALSE 12V
1400 １４００予備 妊婦健診・胎児・体重 FALSE 12W
1401 １４０１予備 妊婦健診・胎児・身長 FALSE 12X
1402 １４０２予備 妊婦健診・胎児・胸囲 FALSE 12Y
1403 １４０３予備 妊婦健診・胎児・頭囲 FALSE 12Z
1404 １４０４予備 妊婦健診・特別な所見 FALSE 130
1405 １４０５予備 出産場所 妊婦健診・出産場所 FALSE 131
1406 １４０６予備 妊婦健診・医師名 FALSE 132
1407 １４０７予備 妊婦健診・助産師名 FALSE 133
1408 １４０８予備 産後の経過 妊婦健診・産後日月数 FALSE 134
1409 １４０９予備 妊婦健診・子宮復古 FALSE 135
1410 １４１０予備 妊婦健診・悪露 FALSE 136
1411 １４１１予備 妊婦健診・乳房の状態 FALSE 137
1412 １４１２予備 妊婦健診予備項目 ７４５予備 FALSE 138
1413 １４１３予備 ７４６予備 FALSE 139
1414 １４１４予備 早期新生児の経過 新生児・日齢 FALSE 13A
1415 １４１５予備 新生児・哺乳力 FALSE 13B
1416 １４１６予備 新生児・栄養法 FALSE 13C
1417 １４１７予備 新生児・離乳 FALSE 13D
1418 １４１８予備 新生児・先天性代謝異常検査 FALSE 13E
1419 １４１９予備 新生児・新生児聴覚検査・リファー・右 FALSE 13F
1420 １４２０予備 新生児・新生児聴覚検査・リファー・左 FALSE 13G
1421 １４２１予備 新生児・股関節開排制限 FALSE 13H
1422 特別記載事項・検査由来の申し送り事項１ 乳幼児健診 乳幼児・在胎週数 FALSE 13I
1423 特別記載事項・検査由来の申し送り事項２ 乳幼児・胸囲 FALSE 13J
1424 特別記載事項・検査由来の申し送り事項３ 乳幼児・頭囲 FALSE 13K
1425 特別記載事項・検査由来の申し送り事項４ 乳幼児・診療所見 FALSE 13L
1426 カナ氏名・姓 乳幼児・眼科所見 FALSE 13M
1427 カナ氏名・名 乳幼児・耳鼻咽喉科所見 FALSE 13N
1428 漢字氏名・姓 乳幼児・歯科所見 FALSE 13O
1429 漢字氏名・名 乳幼児・インフルエンザ菌ｂ型 FALSE 13P
1430 １４３０予備 乳幼児・小児肺炎球菌 FALSE 13Q
1431 １４３１予備 乳幼児・Ｂ形肝炎 FALSE 13R
1432 １４３２予備 乳幼児・四種混合 FALSE 13S
1433 １４３３予備 乳幼児・ＢＣＧ FALSE 13T
1434 １４３４予備 乳幼児・麻疹・風疹 FALSE 13U
1435 １４３５予備 乳幼児・水痘 FALSE 13V
1436 １４３６予備 乳幼児・日本脳炎 FALSE 13W
1437 １４３７予備 予備項目 １４３７予備 TRUE 13X
1438 １４３８予備 １４３８予備 TRUE 13Y
1439 １４３９予備 １４３９予備 TRUE 13Z
1440 １４４０予備 １４４０予備 TRUE 140
1441 １４４１予備 １４４１予備 TRUE 141
1442 １４４２予備 １４４２予備 TRUE 142
1443 １４４３予備 １４４３予備 TRUE 143
1444 １４４４予備 １４４４予備 TRUE 144
1445 １４４５予備 １４４５予備 TRUE 145
1446 １４４６予備 １４４６予備 TRUE 146
1447 １４４７予備 １４４７予備 TRUE 147
1448 １４４８予備 １４４８予備 TRUE 148
1449 １４４９予備 １４４９予備 TRUE 149
1450 １４５０予備 １４５０予備 TRUE 14A
1451 １４５１予備 １４５１予備 TRUE 14B
1452 １４５２予備 １４５２予備 TRUE 14C
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1453 １４５３予備 １４５３予備 TRUE 14D
1454 １４５４予備 １４５４予備 TRUE 14E
1455 １４５５予備 １４５５予備 TRUE 14F
1456 １４５６予備 １４５６予備 TRUE 14G
1457 １４５７予備 １４５７予備 TRUE 14H
1458 １４５８予備 １４５８予備 TRUE 14I
1459 １４５９予備 １４５９予備 TRUE 14J
1460 １４６０予備 １４６０予備 TRUE 14K
1461 １４６１予備 １４６１予備 TRUE 14L
1462 １４６２予備 １４６２予備 TRUE 14M
1463 １４６３予備 １４６３予備 TRUE 14N
1464 １４６４予備 １４６４予備 TRUE 14O
1465 １４６５予備 １４６５予備 TRUE 14P
1466 １４６６予備 １４６６予備 TRUE 14Q
1467 １４６７予備 １４６７予備 TRUE 14R
1468 １４６８予備 １４６８予備 TRUE 14S
1469 １４６９予備 １４６９予備 TRUE 14T
1470 １４７０予備 １４７０予備 TRUE 14U
1471 １４７１予備 １４７１予備 TRUE 14V
1472 １４７２予備 １４７２予備 TRUE 14W
1473 １４７３予備 １４７３予備 TRUE 14X
1474 １４７４予備 １４７４予備 TRUE 14Y
1475 １４７５予備 １４７５予備 TRUE 14Z
1476 １４７６予備 １４７６予備 TRUE 150
1477 １４７７予備 １４７７予備 TRUE 151
1478 １４７８予備 １４７８予備 TRUE 152
1479 １４７９予備 １４７９予備 TRUE 153
1480 １４８０予備 １４８０予備 TRUE 154
1481 １４８１予備 １４８１予備 TRUE 155
1482 １４８２予備 １４８２予備 TRUE 156
1483 １４８３予備 １４８３予備 TRUE 157
1484 １４８４予備 １４８４予備 TRUE 158
1485 １４８５予備 １４８５予備 TRUE 159
1486 １４８６予備 １４８６予備 TRUE 15A
1487 １４８７予備 １４８７予備 TRUE 15B
1488 １４８８予備 １４８８予備 TRUE 15C
1489 １４８９予備 １４８９予備 TRUE 15D
1490 １４９０予備 １４９０予備 TRUE 15E
1491 １４９１予備 １４９１予備 TRUE 15F
1492 １４９２予備 １４９２予備 TRUE 15G
1493 １４９３予備 １４９３予備 TRUE 15H
1494 １４９４予備 １４９４予備 TRUE 15I
1495 １４９５予備 １４９５予備 TRUE 15J
1496 １４９６予備 １４９６予備 TRUE 15K
1497 １４９７予備 １４９７予備 TRUE 15L
1498 １４９８予備 １４９８予備 TRUE 15M
1499 １４９９予備 １４９９予備 TRUE 15N
1500 １５００予備 １５００予備 TRUE 15O
1501 人間ドック標準判定 人間ドック標準判定 臓器病態別判定・１診察・標準区分
1502 臓器病態別判定・１診察・標準化前
1503 臓器病態別判定・１診察・学会判定
1504 臓器病態別判定・１診察・診断名称
1505 臓器病態別判定・２ＢＭＩ・標準区分
1506 臓器病態別判定・２ＢＭＩ・標準化前
1507 臓器病態別判定・２ＢＭＩ・学会判定
1508 臓器病態別判定・２ＢＭＩ・診断名称
1509 臓器病態別判定・３腹囲・標準区分
1510 臓器病態別判定・３腹囲・標準化前
1511 臓器病態別判定・３腹囲・学会判定
1512 臓器病態別判定・３腹囲・診断名称
1513 臓器病態別判定・４聴力１０００ＨＺ・標準区分
1514 臓器病態別判定・４聴力１０００ＨＺ・標準化前
1515 臓器病態別判定・４聴力１０００ＨＺ・学会判定
1516 臓器病態別判定・４聴力１０００ＨＺ・診断名称
1517 臓器病態別判定・５聴力４０００ＨＺ・標準区分
1518 臓器病態別判定・５聴力４０００ＨＺ・標準化前
1519 臓器病態別判定・５聴力４０００ＨＺ・学会判定
1520 臓器病態別判定・５聴力４０００ＨＺ・診断名称
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1521 臓器病態別判定・６眼科・標準区分
1522 臓器病態別判定・６眼科・標準化前
1523 臓器病態別判定・６眼科・学会判定
1524 臓器病態別判定・６眼科・診断名称
1525 臓器病態別判定・７眼圧・標準区分
1526 臓器病態別判定・７眼圧・標準化前
1527 臓器病態別判定・７眼圧・学会判定
1528 臓器病態別判定・７眼圧・診断名称
1529 臓器病態別判定・８眼底ＳｃｈｉｅＨ・標準区分
1530 臓器病態別判定・８眼底ＳｃｈｉｅＨ・標準化前
1531 臓器病態別判定・８眼底ＳｃｈｉｅＨ・学会判定
1532 臓器病態別判定・８眼底ＳｃｈｉｅＨ・診断名称
1533 臓器病態別判定・９眼底ＳｃｈｉｅＳ・標準区分
1534 臓器病態別判定・９眼底ＳｃｈｉｅＳ・標準化前
1535 臓器病態別判定・９眼底ＳｃｈｉｅＳ・学会判定
1536 臓器病態別判定・９眼底ＳｃｈｉｅＳ・診断名称
1537 臓器病態別判定・１０眼底ＫＷ・標準区分
1538 臓器病態別判定・１０眼底ＫＷ・標準化前
1539 臓器病態別判定・１０眼底ＫＷ・学会判定
1540 臓器病態別判定・１０眼底ＫＷ・診断名称
1541 臓器病態別判定・１１眼底糖尿病性変化・標準区分
1542 臓器病態別判定・１１眼底糖尿病性変化・標準化前
1543 臓器病態別判定・１１眼底糖尿病性変化・学会判定
1544 臓器病態別判定・１１眼底糖尿病性変化・診断名称
1545 臓器病態別判定・１２視野・標準区分
1546 臓器病態別判定・１２視野・標準化前
1547 臓器病態別判定・１２視野・学会判定
1548 臓器病態別判定・１２視野・診断名称
1549 臓器病態別判定・１３呼吸器・標準区分
1550 臓器病態別判定・１３呼吸器・標準化前
1551 臓器病態別判定・１３呼吸器・学会判定
1552 臓器病態別判定・１３呼吸器・診断名称
1553 臓器病態別判定・１４収縮期血圧・標準区分
1554 臓器病態別判定・１４収縮期血圧・標準化前
1555 臓器病態別判定・１４収縮期血圧・学会判定
1556 臓器病態別判定・１４収縮期血圧・診断名称
1557 臓器病態別判定・１５拡張期血圧・標準区分
1558 臓器病態別判定・１５拡張期血圧・標準化前
1559 臓器病態別判定・１５拡張期血圧・学会判定
1560 臓器病態別判定・１５拡張期血圧・診断名称
1561 臓器病態別判定・１６心臓超音波・標準区分
1562 臓器病態別判定・１６心臓超音波・標準化前
1563 臓器病態別判定・１６心臓超音波・学会判定
1564 臓器病態別判定・１６心臓超音波・診断名称
1565 臓器病態別判定・１７頸動脈超音波・標準区分
1566 臓器病態別判定・１７頸動脈超音波・標準化前
1567 臓器病態別判定・１７頸動脈超音波・学会判定
1568 臓器病態別判定・１７頸動脈超音波・診断名称
1569 臓器病態別判定・１８上部消化管・食道・標準区分
1570 臓器病態別判定・１８上部消化管・食道・標準化前
1571 臓器病態別判定・１８上部消化管・食道・学会判定
1572 臓器病態別判定・１８上部消化管・食道・診断名称
1573 臓器病態別判定・１９上部消化管・胃・標準区分
1574 臓器病態別判定・１９上部消化管・胃・標準化前
1575 臓器病態別判定・１９上部消化管・胃・学会判定
1576 臓器病態別判定・１９上部消化管・胃・診断名称
1577 臓器病態別判定・２０上部消化管・十二指腸・標準区分
1578 臓器病態別判定・２０上部消化管・十二指腸・標準化前
1579 臓器病態別判定・２０上部消化管・十二指腸・学会判定
1580 臓器病態別判定・２０上部消化管・十二指腸・診断名称
1581 臓器病態別判定・２１腹部超音波・肝臓・標準区分
1582 臓器病態別判定・２１腹部超音波・肝臓・標準化前
1583 臓器病態別判定・２１腹部超音波・肝臓・学会判定
1584 臓器病態別判定・２１腹部超音波・肝臓・診断名称
1585 臓器病態別判定・２２腹部超音波・胆嚢・標準区分
1586 臓器病態別判定・２２腹部超音波・胆嚢・標準化前
1587 臓器病態別判定・２２腹部超音波・胆嚢・学会判定
1588 臓器病態別判定・２２腹部超音波・胆嚢・診断名称
1589 臓器病態別判定・２３腹部超音波・膵臓・標準区分
1590 臓器病態別判定・２３腹部超音波・膵臓・標準化前
1591 臓器病態別判定・２３腹部超音波・膵臓・学会判定
1592 臓器病態別判定・２３腹部超音波・膵臓・診断名称
1593 臓器病態別判定・２４腹部超音波・脾臓・標準区分
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1594 臓器病態別判定・２４腹部超音波・脾臓・標準化前
1595 臓器病態別判定・２４腹部超音波・脾臓・学会判定
1596 臓器病態別判定・２４腹部超音波・脾臓・診断名称
1597 臓器病態別判定・２５腹部超音波・腹部大動脈・標準区分
1598 臓器病態別判定・２５腹部超音波・腹部大動脈・標準化前
1599 臓器病態別判定・２５腹部超音波・腹部大動脈・学会判定
1600 臓器病態別判定・２５腹部超音波・腹部大動脈・診断名称
1601 臓器病態別判定・２６腹部超音波・前立腺・標準区分
1602 臓器病態別判定・２６腹部超音波・前立腺・標準化前
1603 臓器病態別判定・２６腹部超音波・前立腺・学会判定
1604 臓器病態別判定・２６腹部超音波・前立腺・診断名称
1605 臓器病態別判定・２７腹部超音波・腎臓・標準区分
1606 臓器病態別判定・２７腹部超音波・腎臓・標準化前
1607 臓器病態別判定・２７腹部超音波・腎臓・学会判定
1608 臓器病態別判定・２７腹部超音波・腎臓・診断名称
1609 臓器病態別判定・２８腹部超音波・その他・標準区分
1610 臓器病態別判定・２８腹部超音波・その他・標準化前
1611 臓器病態別判定・２８腹部超音波・その他・学会判定
1612 臓器病態別判定・２８腹部超音波・その他・診断名称
1613 臓器病態別判定・２９胸部・肺野・標準区分
1614 臓器病態別判定・２９胸部・肺野・標準化前
1615 臓器病態別判定・２９胸部・肺野・学会判定
1616 臓器病態別判定・２９胸部・肺野・診断名称
1617 臓器病態別判定・３０胸部・心血管・標準区分
1618 臓器病態別判定・３０胸部・心血管・標準化前
1619 臓器病態別判定・３０胸部・心血管・学会判定
1620 臓器病態別判定・３０胸部・心血管・診断名称
1621 臓器病態別判定・３１胸部・胸郭・標準区分
1622 臓器病態別判定・３１胸部・胸郭・標準化前
1623 臓器病態別判定・３１胸部・胸郭・学会判定
1624 臓器病態別判定・３１胸部・胸郭・診断名称
1625 臓器病態別判定・３２血液一般・赤血球・標準区分
1626 臓器病態別判定・３２血液一般・赤血球・標準化前
1627 臓器病態別判定・３２血液一般・赤血球・学会判定
1628 臓器病態別判定・３２血液一般・赤血球・診断名称
1629 臓器病態別判定・３３血液一般・ヘモグロビン・標準区分
1630 臓器病態別判定・３３血液一般・ヘモグロビン・標準化前
1631 臓器病態別判定・３３血液一般・ヘモグロビン・学会判定
1632 臓器病態別判定・３３血液一般・ヘモグロビン・診断名称
1633 臓器病態別判定・３４血液一般・白血球・標準区分
1634 臓器病態別判定・３４血液一般・白血球・標準化前
1635 臓器病態別判定・３４血液一般・白血球・学会判定
1636 臓器病態別判定・３４血液一般・白血球・診断名称
1637 臓器病態別判定・３５血液一般・血小板・標準区分
1638 臓器病態別判定・３５血液一般・血小板・標準化前
1639 臓器病態別判定・３５血液一般・血小板・学会判定
1640 臓器病態別判定・３５血液一般・血小板・診断名称
1641 臓器病態別判定・３６ＨｂＡ１ｃ・標準区分
1642 臓器病態別判定・３６ＨｂＡ１ｃ・標準化前
1643 臓器病態別判定・３６ＨｂＡ１ｃ・学会判定
1644 臓器病態別判定・３６ＨｂＡ１ｃ・診断名称
1645 臓器病態別判定・３７尿糖・標準区分
1646 臓器病態別判定・３７尿糖・標準化前
1647 臓器病態別判定・３７尿糖・学会判定
1648 臓器病態別判定・３７尿糖・診断名称
1649 臓器病態別判定・３８尿蛋白・標準区分
1650 臓器病態別判定・３８尿蛋白・標準化前
1651 臓器病態別判定・３８尿蛋白・学会判定
1652 臓器病態別判定・３８尿蛋白・診断名称
1653 臓器病態別判定・３９尿潜血・標準区分
1654 臓器病態別判定・３９尿潜血・標準化前
1655 臓器病態別判定・３９尿潜血・学会判定
1656 臓器病態別判定・３９尿潜血・診断名称
1657 臓器病態別判定・４０総コレステロール・標準区分
1658 臓器病態別判定・４０総コレステロール・標準化前
1659 臓器病態別判定・４０総コレステロール・学会判定
1660 臓器病態別判定・４０総コレステロール・診断名称
1661 臓器病態別判定・４１中性脂肪・標準区分
1662 臓器病態別判定・４１中性脂肪・標準化前
1663 臓器病態別判定・４１中性脂肪・学会判定
1664 臓器病態別判定・４１中性脂肪・診断名称
1665 臓器病態別判定・４２ＨＤＬコレステロール・標準区分
1666 臓器病態別判定・４２ＨＤＬコレステロール・標準化前
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1667 臓器病態別判定・４２ＨＤＬコレステロール・学会判定
1668 臓器病態別判定・４２ＨＤＬコレステロール・診断名称
1669 臓器病態別判定・４３ＬＤＬコレステロール・標準区分
1670 臓器病態別判定・４３ＬＤＬコレステロール・標準化前
1671 臓器病態別判定・４３ＬＤＬコレステロール・学会判定
1672 臓器病態別判定・４３ＬＤＬコレステロール・診断名称
1673 臓器病態別判定・４４ＡＳＴ・標準区分
1674 臓器病態別判定・４４ＡＳＴ・標準化前
1675 臓器病態別判定・４４ＡＳＴ・学会判定
1676 臓器病態別判定・４４ＡＳＴ・診断名称
1677 臓器病態別判定・４５ＡＬＴ・標準区分
1678 臓器病態別判定・４５ＡＬＴ・標準化前
1679 臓器病態別判定・４５ＡＬＴ・学会判定
1680 臓器病態別判定・４５ＡＬＴ・診断名称
1681 臓器病態別判定・４６γ‐ＧＴ・標準区分
1682 臓器病態別判定・４６γ‐ＧＴ・標準化前
1683 臓器病態別判定・４６γ‐ＧＴ・学会判定
1684 臓器病態別判定・４６γ‐ＧＴ・診断名称
1685 臓器病態別判定・４７総ビリルビン・標準区分
1686 臓器病態別判定・４７総ビリルビン・標準化前
1687 臓器病態別判定・４７総ビリルビン・学会判定
1688 臓器病態別判定・４７総ビリルビン・診断名称
1689 臓器病態別判定・４８ＡＬＰ・標準区分
1690 臓器病態別判定・４８ＡＬＰ・標準化前
1691 臓器病態別判定・４８ＡＬＰ・学会判定
1692 臓器病態別判定・４８ＡＬＰ・診断名称
1693 臓器病態別判定・４９総蛋白・標準区分
1694 臓器病態別判定・４９総蛋白・標準化前
1695 臓器病態別判定・４９総蛋白・学会判定
1696 臓器病態別判定・４９総蛋白・診断名称
1697 臓器病態別判定・５０アルブミン・標準区分
1698 臓器病態別判定・５０アルブミン・標準化前
1699 臓器病態別判定・５０アルブミン・学会判定
1700 臓器病態別判定・５０アルブミン・診断名称
1701 臓器病態別判定・５１ＬＤＨ・標準区分
1702 臓器病態別判定・５１ＬＤＨ・標準化前
1703 臓器病態別判定・５１ＬＤＨ・学会判定
1704 臓器病態別判定・５１ＬＤＨ・診断名称
1705 臓器病態別判定・５２アミラーゼ・標準区分
1706 臓器病態別判定・５２アミラーゼ・標準化前
1707 臓器病態別判定・５２アミラーゼ・学会判定
1708 臓器病態別判定・５２アミラーゼ・診断名称
1709 臓器病態別判定・５３尿素窒素・標準区分
1710 臓器病態別判定・５３尿素窒素・標準化前
1711 臓器病態別判定・５３尿素窒素・学会判定
1712 臓器病態別判定・５３尿素窒素・診断名称
1713 臓器病態別判定・５４クレアチニン・標準区分
1714 臓器病態別判定・５４クレアチニン・標準化前
1715 臓器病態別判定・５４クレアチニン・学会判定
1716 臓器病態別判定・５４クレアチニン・診断名称
1717 臓器病態別判定・５５ｅＧＦＲ・標準区分
1718 臓器病態別判定・５５ｅＧＦＲ・標準化前
1719 臓器病態別判定・５５ｅＧＦＲ・学会判定
1720 臓器病態別判定・５５ｅＧＦＲ・診断名称
1721 臓器病態別判定・５６ＣＲＰ・標準区分
1722 臓器病態別判定・５６ＣＲＰ・標準化前
1723 臓器病態別判定・５６ＣＲＰ・学会判定
1724 臓器病態別判定・５６ＣＲＰ・診断名称
1725 臓器病態別判定・５７リウマチ因子・標準区分
1726 臓器病態別判定・５７リウマチ因子・標準化前
1727 臓器病態別判定・５７リウマチ因子・学会判定
1728 臓器病態別判定・５７リウマチ因子・診断名称
1729 臓器病態別判定・５８ＡＳＯ・標準区分
1730 臓器病態別判定・５８ＡＳＯ・標準化前
1731 臓器病態別判定・５８ＡＳＯ・学会判定
1732 臓器病態別判定・５８ＡＳＯ・診断名称
1733 臓器病態別判定・５９ＨＢｓ抗原・標準区分
1734 臓器病態別判定・５９ＨＢｓ抗原・標準化前
1735 臓器病態別判定・５９ＨＢｓ抗原・学会判定
1736 臓器病態別判定・５９ＨＢｓ抗原・診断名称
1737 臓器病態別判定・６０ＨＣＶ抗体・標準区分
1738 臓器病態別判定・６０ＨＣＶ抗体・標準化前
1739 臓器病態別判定・６０ＨＣＶ抗体・学会判定
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項番 ver2.2　標準項目名称・全角 B:D 変更内容
標準項目ID
QRコード

JLAC10コードＶＥＲ３．２　標準項目名称・全角

1740 臓器病態別判定・６０ＨＣＶ抗体・診断名称
1741 臓器病態別判定・６１梅毒・標準区分
1742 臓器病態別判定・６１梅毒・標準化前
1743 臓器病態別判定・６１梅毒・学会判定
1744 臓器病態別判定・６１梅毒・診断名称
1745 臓器病態別判定・６２ＰＳＡ・標準区分
1746 臓器病態別判定・６２ＰＳＡ・標準化前
1747 臓器病態別判定・６２ＰＳＡ・学会判定
1748 臓器病態別判定・６２ＰＳＡ・診断名称
1749 臓器病態別判定・６３甲状腺機能・標準区分
1750 臓器病態別判定・６３甲状腺機能・標準化前
1751 臓器病態別判定・６３甲状腺機能・学会判定
1752 臓器病態別判定・６３甲状腺機能・診断名称
1753 臓器病態別判定・６４甲状腺超音波・標準区分
1754 臓器病態別判定・６４甲状腺超音波・標準化前
1755 臓器病態別判定・６４甲状腺超音波・学会判定
1756 臓器病態別判定・６４甲状腺超音波・診断名称
1757 臓器病態別判定・６５骨密度・標準区分
1758 臓器病態別判定・６５骨密度・標準化前
1759 臓器病態別判定・６５骨密度・学会判定
1760 臓器病態別判定・６５骨密度・診断名称
1761 臓器病態別判定・６６ペプシノゲン・標準区分
1762 臓器病態別判定・６６ペプシノゲン・標準化前
1763 臓器病態別判定・６６ペプシノゲン・学会判定
1764 臓器病態別判定・６６ペプシノゲン・診断名称
1765 臓器病態別判定・６７ヘリコバクターピロリ・標準区分
1766 臓器病態別判定・６７ヘリコバクターピロリ・標準化前
1767 臓器病態別判定・６７ヘリコバクターピロリ・学会判定
1768 臓器病態別判定・６７ヘリコバクターピロリ・診断名称
1769 臓器病態別判定・６８大腸・標準区分
1770 臓器病態別判定・６８大腸・標準化前
1771 臓器病態別判定・６８大腸・学会判定
1772 臓器病態別判定・６８大腸・診断名称
1773 臓器病態別判定・６９頭部・標準区分
1774 臓器病態別判定・６９頭部・標準化前
1775 臓器病態別判定・６９頭部・学会判定
1776 臓器病態別判定・６９頭部・診断名称
1777 臓器病態別判定・７０乳房視触診・標準区分
1778 臓器病態別判定・７０乳房視触診・標準化前
1779 臓器病態別判定・７０乳房視触診・学会判定
1780 臓器病態別判定・７０乳房視触診・診断名称
1781 臓器病態別判定・７１マンモグラフィ・標準区分
1782 臓器病態別判定・７１マンモグラフィ・標準化前
1783 臓器病態別判定・７１マンモグラフィ・学会判定
1784 臓器病態別判定・７１マンモグラフィ・診断名称
1785 臓器病態別判定・７２乳腺超音波・標準区分
1786 臓器病態別判定・７２乳腺超音波・標準化前
1787 臓器病態別判定・７２乳腺超音波・学会判定
1788 臓器病態別判定・７２乳腺超音波・診断名称
1789 臓器病態別判定・７３・標準区分
1790 臓器病態別判定・７３・標準化前
1791 臓器病態別判定・７３・学会判定
1792 臓器病態別判定・７３・診断名称
1793 臓器病態別判定・７４・標準区分
1794 臓器病態別判定・７４・標準化前
1795 臓器病態別判定・７４・学会判定
1796 臓器病態別判定・７４・診断名称
1797 臓器病態別判定・７５・標準区分
1798 臓器病態別判定・７５・標準化前
1799 臓器病態別判定・７５・学会判定
1800 臓器病態別判定・７５・診断名称
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表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

100
健診分類区分（プログラム種別）

特定健診
100健診分類区分（プログラム種別）
（しばらく変換対象としない）

広域連合保健事業
一般健診・定期健診 労働安全衛生法に基づく健診
一般健診・雇い入れ時健診 労働安全衛生法に基づく健診
一般健診・特定事業従事者健診 労働安全衛生法に基づく健診
一般健診・海外派遣労働者健診 労働安全衛生法に基づく健診
給食従業員の検便 労働安全衛生法に基づく健診
労災二次健診 労災保険法に基づく健診
特殊健診 労働安全衛生法に基づく健診
特殊健診・現在従事者 労働安全衛生法に基づく健診
特殊健診・過去従事者 労働安全衛生法に基づく健診
特殊健診・配置換え時等健診 労働安全衛生法に基づく健診
特殊健診・健康管理手帳所持者 労働安全衛生法に基づく健診
じん肺健診・就業時健診 じん肺法に基づく健診
じん肺健診・定期健診 じん肺法に基づく健診
じん肺健診・定期外健診 じん肺法に基づく健診
じん肺健診・離職時健診 じん肺法に基づく健診
学校健診（職員健診） 学校保健法に基づく職員健診
学校健診（児童生徒健診）
市町村一般健診
市町村一般健診（生活保護）
歯周疾患検診
骨粗鬆症検診
がん検診（対策型）
がん検診（任意型）
肝炎ウイルス検診
乳幼児健診（母子保健法）
乳幼児健診（自治体独自）
施設型入院ドック
施設型通院ドック
経過観察
精密検査
再検査
その他
特定健診同時実施　削除
特殊健診同時実施　削除

101 性別 男 101性別
女
その他

102 保険資格区分 強制被保険者 102保険資格区分
強制被扶養者
任意継続被保険者
任意継続被扶養者
特例退職被保険者
特例退職被扶養者
国保被保険者

103 続柄 被保険者 ver3.1から廃止 103続柄
配偶者 ver3.1から廃止
その他の扶養家族 ver3.1から廃止
その他 ver3.1から廃止

110 日本標準産業分類 農業・林業 （平成26年改訂） 110日本標準産業分類
漁業
鉱業・採石業・砂利採取業
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標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業・物品賃貸業
学術研究・専門・技術サービス業
宿泊業・飲食サービス業
生活関連サービス業・娯楽業
教育・学習支援業
医療・福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されない）
公務（他に分類されるものを除く）
分類不能の産業

111 日本標準職業分類 管理的職業 111日本標準職業分類
専門的・技術的職業
事務的職業
販売の職業
サービスの職業
保安の職業
農林漁業の職業
生産工程の職業
輸送・機械運転の職業
建設・採掘の職業
運搬・清掃・包装等の職業
分類不能の職業

119 オプトアウト 不同意 協会けんぽで利用 119オプトアウト
同意

120 腹囲測定法 実測 120腹囲測定法
自己測定
自己申告

121 視力矯正区分 眼鏡 121視力矯正区分
コンタクトレンズ
その他

122 近見視力測定距離 近見視力３０ｃｍ 近見＝近距離＝近点 122近見視力測定距離
近見視力４０ｃｍ
近見視力５０ｃｍ

123 色覚所見 異常なし 123色覚所見
色覚異常
色覚異常の疑い
色盲
色弱
色覚異常（杆体１色覚・全色盲）
色覚異常（錐体１色覚）
色覚異常（２色覚）
１型色覚異常 参考（滋賀医大）
２型色覚異常 参考（滋賀医大）
杆体１色型色覚 参考（滋賀医大）
青錐体１色型色覚 参考（滋賀医大）
緑錐体１色型色覚 参考（滋賀医大）
赤錐体１色型色覚 参考（滋賀医大）
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標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

１型２色覚 参考（滋賀医大）
２型２色覚 参考（滋賀医大）
３型２色覚 参考（滋賀医大）
１型３色覚 参考（滋賀医大）
２型３色覚 参考（滋賀医大）
色覚異常（異常３色覚）
判定不能

124 当日服用の有無 健診当日降圧剤服用 124当日服用の有無
健診当日降圧剤服用せず

125 聴力検査測定法 オージオメトリー 125聴力検査測定法
その他・会話法等

126 肺機能障害分類 正常範囲 1：特殊健診肺機能障害分類コード 126肺機能障害分類
閉塞性換気障害 2：特殊健診肺機能障害分類コード
混合性換気障害 3：特殊健診肺機能障害分類コード
拘束性換気障害 4：特殊健診肺機能障害分類コード
判定不能 5：特殊健診肺機能障害分類コード

130 所見区分（所見解釈区分） 異常所見あり 特定健診報告用コード 130所見区分（所見解釈区分）
有所見異常なし 特定健診報告用コード
異常所見なし 特定健診報告用コード
要再撮影 特定健診報告用コード
検査不適 特定健診報告用コード
要再検査（同一検査を実施）
測定不能
判定不能
未実施

所見区分（判定） 陽性 特定健診報告用コード 130所見区分（判定）
陰性 特定健診報告用コード
疑陽性
偽陽性
未実施
判定不能

所見区分（聴力所見区分） 所見あり 特定健診報告用コード 130所見区分（聴力所見区分）
所見なし 特定健診報告用コード
測定不能
未実施

135 半定量区分 （－） 特定健診報告用コード 135定性・半定量区分
（＋－） 特定健診報告用コード
（１＋） 特定健診報告用コード
（２＋） 特定健診報告用コード
（３＋） 特定健診報告用コード
（４＋）
（５＋）
（６＋）
（７＋）
判定不能
測定不能
未実施

136 尿ＰＨ区分 強酸性 136尿ＰＨ区分
酸性
弱酸性
中性
弱アルカリ性
アルカリ性
強アルカリ性
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標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

137 尿沈渣結果 １個未満／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類） 137尿沈渣結果
１～４個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
５～９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
１０～１９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
２０～２９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
３０～４９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
５０～９９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
５０個以上／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
１００個以上／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・非上皮細胞類・上皮細胞類）
０／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１～４／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
５～９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１０～１９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
２０～２９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
３０～４９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
５０～９９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１００～９９９／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１０００～／ＷＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１個／ＷＦ～1個未満／１０ＬＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１～２個／１０ＬＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
３～９個／１０ＬＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１～９個／ＬＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１０個以上／ＬＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・円柱類の記載法）
１個／ＷＦ～４個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・寄生虫類の記載法）
１～９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・寄生虫類の記載法）
１０個以上／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・寄生虫類の記載法）
１～４個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・結晶）
５～９個／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・結晶）
１０個以上／ＨＰＦ （JCCLS尿沈渣検査法指針・結晶）
（－）
（＋－）
（１＋）
（２＋）
（３＋）
（４＋）
（５＋）
（６＋）
（７＋）

138 便虫卵所見 寄生虫陽性 138便虫卵所見
寄生虫陰性
虫卵陽性
虫卵陰性

139 ＡＢＣ検診 Ａ群（ＡＢＣ検診） 139ＡＢＣ検診
Ｂ群（ＡＢＣ検診）
Ｃ群（ＡＢＣ検診）
Ｄ群（ＡＢＣ検診）
Ｅ群（ＡＢＣ検診）
判定不能

140 血液型区分（ＡＢＯ） Ａ型 140血液型区分（ＡＢＯ）
Ｂ型
ＡＢ型
Ｏ型
Ａ亜型
Ｂ亜型
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表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

その他
血液型区分（ＲＨ） ＲＨ＋ 140血液型区分（ＲＨ）

ＲＨ－
144 骨密度検査部位 前腕（肘から手首まで） 144骨密度測定部位

腰椎
大腿骨近位部（太もものつけ根）
踵

骨密度検査方法 ＤＥＸ法 144骨密度検査方法
ＱＵＳ法
ＭＤ法
ＱＣＴ法

145 力価区分 低力価 145力価区分
中力価
高力価
陰性

146 肝炎ウイルス検診判定 感染していない可能性が極めて高い 146肝炎ウイルス検診判定
表記変更あり 感染している可能性が極めて高い

150 喀痰細胞診（クラス分類） クラスⅠ （異型細胞を認めない） 150喀痰細胞診（クラス分類）
クラスⅡ （異型細胞認めるが悪性細胞なし）
クラスⅢ （悪性細胞を疑う）
クラスⅣ （悪性細胞を強く疑う）
クラスⅤ （悪性細胞と断定）
クラスⅢa
クラスⅢb
未実施
判定不能

喀痰細胞診（肺癌学会区分） Ａ （検体不適） 150喀痰細胞診（肺癌学会区分）
Ｂ （異型細胞なし、軽度の異型扁平上皮細胞）
Ｃ （中等度の異型扁平上皮細胞）
Ｄ （高度の異型扁平上皮細胞）
Ｅ （悪性腫瘍細胞）

喀痰細胞診（所見） 喀痰中に組織球を認めない 150喀痰細胞診（所見）
正常上皮細胞のみ
基底細胞増生
軽度異型扁平上皮細胞
線毛円柱上皮細胞
中等度異型扁平上皮細胞
高度（境界）異型扁平上皮細胞
悪性腫瘍細胞を認める
未実施
判定不能

151 喀痰抗酸菌塗抹検査区分 ガフキー０号 151喀痰抗酸菌塗抹検査区分
ガフキー１号
ガフキー２号
ガフキー３号
ガフキー４号
ガフキー５号
ガフキー６号
ガフキー７号
ガフキー８号
ガフキー９号
ガフキー１０号
（－）
（＋－）
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表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

（１＋）
（２＋）
（３＋）
ＱＦＴ陽性
ＱＦＴ陰性
ＱＦＴ判定保留
ＱＦＴ不可

160 子宮細胞診分類（日母クラス） 検体不良 160子宮細胞診分類（日母クラス）
クラスⅠ
クラスⅡ
クラスⅢ
クラスⅢａ
クラスⅢｂ
クラスⅣ
クラスⅤ
判定不能

子宮細胞診分類（ベセスダ２００１） ＮＩＬＭ（異常なし） 160子宮細胞診分類（ベセスダ2001）
ＡＳＣ‐ＵＳ（軽度扁平上皮内病変疑い）
ＡＳＣ‐Ｈ（高度扁平上皮内病変疑い）
ＬＳＩＬ（軽度扁平上皮内病変）
ＨＳＩＬ（高度扁平上皮内病変）
ＳＣＣ（扁平上皮癌）
ＡＧＣ（異型腺細胞）
ＡＩＳ（上皮内腺癌）
腺癌
その他の悪性腫瘍
その他
判定不能

子宮体部細胞診（婦人科材料） 陽性 160子宮体部細胞診（婦人科材料）
擬陽性
陰性
検体不良

170 アミノインデックスランク種別 男性ＡＩＣＳ　５種 170アミノインデックスランク種別
女性ＡＩＣＳ　６種

アミノインデックスランク ランクＡ 170アミノインデックスランク
ランクＢ
ランクＣ

200 画像検査法 Ｘ線直接撮影 200画像検査法
Ｘ線間接撮影
デジタルＸ線撮影（ＣＲ・ＤＲ）
Ｘ線
ＣＴ
ＭＲ
ＭＲＡ
ＭＲＩ
マンモグラフィ
乳房視触診
乳腺エコー
乳房視触診・乳腺エコー
婦人科視触診
内診
超音波検査
乳房超音波
腹部超音波検査

©日本医学健康管理評価協議会 48/98



KMATver3.2_20211001.xlsx 標準用語表 2021/10/20

標準用語
表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

心臓超音波検査
頸動脈超音波検査
甲状腺超音波検査
経腟超音波
安静時心電図（１２誘導）
負荷心電図（２ステップ法シングル）
負荷心電図（３ステップ法ダブる）
負荷心電図（マスター法）
負荷心電図（トレッドミル法）
負荷心電図（エルゴメーター法）
ホルター心電図
上部消化管内視鏡
上部消化管経口内視鏡
上部消化管経鼻内視鏡
大腸内視鏡
内視鏡
注腸
視触診
コルポスコピー

210 胸部部位 標準用語（画像所見）参照 210胸部部位
211 胸部所見 標準用語（画像所見）参照 211胸部所見(診断含む）
220 心電図所見 標準用語（画像所見）参照 220心電図所見(新)
223 心臓超音波検査所見 標準用語（画像所見）参照 223心臓所見（超音波）

224頚動脈・部位（位置）
224頚動脈・部位（個数）
224頚動脈・部位（大きさ）

225 頸動脈超音波検査所見 標準用語（画像所見）参照 225頚動脈超音波検査所見
230 眼底所見・Ｓｃｈｅｉｅ分類 （Ｓｃｈｅｉｅ）０正常 230眼底所見（Sheie）

（Ｓｃｈｅｉｅ）１度
（Ｓｃｈｅｉｅ）２度
（Ｓｃｈｅｉｅ）３度
（Ｓｃｈｅｉｅ）４度
判定不能

眼底所見・Ｋｅｉｔｈ‐Ｗａｇｎｅｒ分類 （ＫＷ）所見なし 230眼底所見（KW）
（ＫＷ）Ⅰ群
（ＫＷ）Ⅱａ群
（ＫＷ）Ⅱｂ群
（ＫＷ）Ⅲ群
（ＫＷ）Ⅳ群
判定不能

眼底所見・Ｗｏｎｇ‐Ｍｉｔｃｈｅｌｌ分類 （Ｗｏｎｇ‐Ｍ）所見なし 230眼底所見（Wong-Mitchell）
（Ｗｏｎｇ‐Ｍ）軽度
（Ｗｏｎｇ‐Ｍ）中等度
（Ｗｏｎｇ‐Ｍ）重度
判定不能

眼底所見・Ｓｃｏｔｔ分類 （Ｓｃｏｔｔ）分類なし 230眼底所見（SCOTT）
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅰａ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅰｂ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅱ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅲａ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅲｂ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅳ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅴａ期
（Ｓｃｏｔｔ）Ⅴｂ期
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表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

（Ｓｃｏｔｔ）Ⅵ期
判定不能

眼底所見・改変Ｄａｖｉｓ分類 （改変Ｄａｖｉｓ）網膜症なし 230眼底所見（改変Davis）
（改変Ｄａｖｉｓ）単純網膜症
（改変Ｄａｖｉｓ）増殖前網膜症
（改変Ｄａｖｉｓ）増殖網膜症
判定不能

231 眼底所見（その他所見） 標準用語（画像所見）参照 230眼底所見
240 上部消化管・部位 標準用語（画像所見）参照 240上部消化管・部位

241
上部消化管所見

標準用語（画像所見）参照
241上部消化管所見(診断含む）
241上部消化管内視鏡所見(診断含む）

250 下部消化管・部位 標準用語（画像所見）参照 250下部消化管・部位
251 下部消化管所見 標準用語（画像所見）参照 251下部消化管所見
260 腹部・部位（総合部位） 標準用語（画像所見）参照 260腹部・部位

261

腹部・所見

標準用語（画像所見）参照

261腹部・所見（リンパ）
261腹部・所見（肝臓）
261腹部・所見（甲状腺）
261腹部・所見（腎臓）
261腹部・所見（前立腺）
261腹部・所見（全臓器）
261腹部・所見（大動脈）
261腹部・所見（胆嚢）
261腹部・所見（尿管）
261腹部・所見（副腎）
261腹部・所見（卵巣）
261腹部・所見（脾臓）
261腹部・所見（膵臓）

270
頭部・部位 270頭部・部位（位置）

270頭部・部位（個数）
270頭部・部位（大きさ）

271 頭部・所見 標準用語（画像所見）参照 271頭部・所見

280
乳房・部位

標準用語（画像所見）参照
280乳房・部位（大きさ）
280乳房・部位

281
乳房・所見

標準用語（画像所見）参照
281乳房・所見（マンモ）
281乳房・所見（超音波）

290
子宮・部位

標準用語（画像所見）参照
290婦人科・部位（位置）
290婦人科・部位

291
子宮・所見

標準用語（画像所見）参照
291婦人科・所見（超音波）
291婦人科・所見

300 標準判定区分 正常範囲内 今回の検査では異常なし
ほぼ正常 日常生活支障なし
要経過観察 軽度な異常を認める、経過観察が必要
要医療 治療が必要、病院受診が必要
治療継続 主治医による治療の継続が必要
要精密検査 精密検査が必要
判定保留 判定不能のため再検査

（２０２２年度新判定区分） Ａ異常なし 検体系はＡ異常なし、画像系はＡ異常所見なし
定義は別途協議中 Ｂ軽度異常 日常生活支障なし

Ｃ再検査・生活改善
軽度な異常を認める、経過観察が必要。
判定保留は再検査

Ｄ要精密検査・治療 治療が必要、病院受診が必要
Ｄ１要治療 治療が必要、病院受診が必要
Ｄ２要精検 精密検査が必要
Ｅ治療中 主治医による治療の継続が必要
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表番号

標準用語項目 標準用語・全角 備考 マスタファイル名

特殊健診判定・管理区分 管理Ａ
管理Ｂ
管理Ｃ
管理Ｒ
管理Ｔ

310

廃止

判定原本情報
追加情報あるいは原データを登録

３か月後経過観察 ３か月後に経過観察が必要
６か月後経過観察 ６か月後に経過観察が必要
１年度経過観察 １年後に経過観察が必要
至急精検 至急に精密検査が必要

320 メタボリックシンドローム判定 基準該当 特定健診報告用コード 320メタボリックシンドローム判定
予備群該当 特定健診報告用コード
非該当 特定健診報告用コード
判定不能 特定健診報告用コード

330 保健指導支援レベル 積極的支援 特定健診報告用コード 330保健指導支援レベル
動機付け支援 特定健診報告用コード
なし（情報提供） 特定健診報告用コード
判定不能 特定健診報告用コード

700 歯口腔状態 健全歯
虫歯
処置歯
喪失歯
要補綴歯
欠損補綴歯
歯垢・歯石
歯肉の炎症
その他

710 歯式 間
外側
噛合
奥
裏
その他

810 既往歴 当分の間・標準変換しない（原データを登録）
811 転帰 治癒 811転帰

治療中
服薬中
放置
寛解
不変
悪化
中止
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標準用語表番号 標準用語項目 標準用語（２０２１０３１９、用語委員会） 注

210 胸部部位 肺全野
右肺野
右肺尖部
右上肺野
右中肺野
右下肺野
右肺門部
左肺野
左肺尖部
左上肺野
左中肺野
左下肺野
左肺門部
両肺野
両肺尖部
両上肺野
両中肺野
両下肺野
両肺門部
肺側面
縦隔（部）
横隔膜（面）
心臓
大血管
胸郭胸壁
その他部位

211 胸部所見(診断含む） 異常所見なし
判定不能
結節影
多発性結節影
腫瘤影
空洞影
浸潤影
線状影
索状影
瘢痕像
斑状影
粒状影
網状影
蜂巣状影
輪状影
石灰化影
すりガラス影
間質性変化
肺の過膨張
無気肺
肺気腫
間質性肺炎　・肺線維症
肺サルコイドーシス
塵肺症
肺水腫
陳旧性肺病変
肺腫瘍
転移性肺腫瘍
良性肺腫瘍
肺炎
肺化膿症
肺結核
陳旧性肺結核
非結核性抗酸菌症
肺アスペルギルス症
肺嚢胞
気胸
縦隔・肺門リンパ節腫大
肺門部異常
気管狭窄
気管偏位
気管支壁の肥厚像
気管支拡張像
慢性気管支炎
びまん性汎細気管支炎
気管支拡張症
中葉症候群
奇静脈葉
胸水
胸膜腫瘤影
胸膜肥厚
胸膜癒着
胸膜石灰化影
胸膜プラーク
胸膜腫瘍
胸膜炎
胸膜中皮腫
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標準用語表番号 標準用語項目 標準用語（２０２１０３１９、用語委員会） 注
アスベスト肺
縦隔腫瘤影
縦隔拡大
縦隔石灰化影
縦隔腫瘍
縦隔気腫
食道裂孔ヘルニア
横隔膜ヘルニア
横隔膜挙上
横隔膜腫瘤影
横隔膜腫瘍
横隔膜弛緩症
肺血管影増強
血管影走行異常
肺血管影減少
肺動脈拡張
肺血管病変
先天性病変
内臓逆位
心陰影拡大
右胸心
右側大動脈弓
大動脈拡張像
大動脈弓突出
大動脈蛇行
大動脈石灰化影
大動脈瘤
胸郭変形・奇形
椎体変形・奇形
椎体骨折・外傷
椎体腫瘤・破壊像
椎体硬化像
肋骨変形・奇形
肋骨骨折・外傷
肋骨腫瘤・破壊像
肋骨硬化像
骨変形・奇形
骨骨折・外傷
骨腫瘤・破壊像
骨硬化像
骨異常影
軟部組織異常影
乳房異常陰影
甲状腺腫大
肺術後
胸部領域術後
心臓・血管術後
乳房術後
医療器材 人工物挿入中
異物
造影剤残留
その他の所見

220 心電図所見 異常所見なし
判定不能
異常Ｑ波
境界域Ｑ波
Ｒ波増高不良
左軸偏位
右軸偏位
不定電気軸
左室高電位
右室高電位
右室肥大
左室肥大
両室高電位
両室肥大
ＳＴ低下
軽度ＳＴ低下
陰性Ｔ波
平低Ｔ波
第３度房室ブロック（完全房室ブロック）
第２度房室ブロック（ウェンケバッハ型）
第２度房室ブロック（モビッツⅡ型）
第２度房室ブロック（２：１伝導）
第２度房室ブロック（高度）
第１度房室ブロック（ＰＲ延長）
ＷＰＷ症候群
ＰＲ短縮
人工ペースメーカー調律
左脚ブロック
完全右脚ブロック
不完全右脚ブロック
心室内伝導障害
ＲＳＲ’パターン
左脚前枝ブロック
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左脚後枝ブロック
２枝ブロック
３枝ブロック
上室期外収縮
心室期外収縮
心室期外収縮（ＲｏｎＴ）
異所性心房調律
房室接合部調律
心室細動
心室粗動
心室固有調律
心室頻拍
心房細動
心房粗動
上室頻拍
洞停止
心房静止
洞房ブロック
房室解離
洞不整脈
確定できない不整脈
洞頻脈
心拍過多
頻脈
徐脈
洞徐脈
低電位差
ＳＴ上昇
早期再分極
ブルガダ型ＳＴ－Ｔ異常
ブルガダ型ＳＴ－Ｔ異常（ｃｏｖｅｄ型）
ブルガダ型ＳＴ－Ｔ異常（ｓａｄｄｌｅｂａｃｋ型）
右房負荷
左房負荷
Ｔ波増高
陰性Ｕ波
著明Ｕ波
右胸心の疑い
ＱＴ間隔延長
ＱＴ間隔短縮
心室補充収縮
接合部補充収縮
Ｊ波
急性心筋梗塞
心筋梗塞
反時計回転
時計回転
その他の所見

223 心臓所見・超音波 未設定

225 頸動脈超音波検査所見 未設定

231 眼底所見・その他所見 異常所見なし
判定不能
緑内障の疑い
緑内障性乳頭変化
加齢黄斑変性
網膜色素上皮の異常
黄斑円孔
網膜前膜
黄斑部異常
視神経乳頭陥凹の拡大
網膜神経線維層欠損
視神経乳頭出血
ドルーゼン
視神経乳頭の異常
視神経乳頭浮腫
うっ血乳頭
その他の視神経乳頭異常
糖尿病網膜症
軟性白斑
硬性白斑
網膜出血
点状出血
網膜血管障害
網膜中心静脈閉塞症　
網膜静脈分枝閉塞症　
網膜中心動脈閉塞症　
網膜血管異常
網脈絡膜変性・萎縮
網脈絡膜色素斑
網膜色素変性
有髄神経線維
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新生物
硝子体混濁
星状硝子体症
閃輝性融解
レーザー治療後
その他の所見

232 眼部位 右眼
左眼
両眼

240 上部消化管X線・部位 食道
食道上部
食道中部
食道下部
胃
胃穹窿部
噴門部
胃体部
胃体上部
胃体中部
胃体下部
胃角部
幽門部
幽門前庭部
幽門前部
十二指腸
十二指腸球部
十二指腸球後部以深
管腔外

胃部内視鏡・部位 口腔
上咽頭
中咽頭
下咽頭
喉頭
食道
門歯から～ｃｍ
食道上部
頸部食道
胸部上部食道
食道中部
胸部中部食道
食道下部
胸部下部食道
腹部食道
食道胃接合部
胃管
食道その他
胃
胃穹窿部
胃穹窿部小弯
胃穹窿部大弯
胃穹窿部前壁
胃穹窿部後壁
噴門部
噴門部小弯
噴門部大弯
噴門部前壁
噴門部後壁
胃体上部
胃体上部小弯
胃体上部大弯
胃体上部前壁
胃体上部後壁
胃体中部
胃体中部小弯
胃体中部大弯
胃体中部前壁
胃体中部後壁
胃体下部
胃体下部小弯
胃体下部大弯
胃体下部前壁
胃体下部後壁
胃角部
胃角部小弯
胃角部大弯
胃角部前壁
胃角部後壁
胃前庭部
胃前庭部小弯
胃前庭部大弯
胃前庭部前壁
胃前庭部後壁
幽門部
幽門部小弯
幽門部大弯
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幽門部前壁
幽門部後壁

241
上部消化管X線所見
(診断含む）

異常なし

描出不良
ニッシェ
陰影欠損　
腫瘤陰影

食道 透亮像 （※付着すべき造影剤が弾かれている場合も含む）
弯入
変形 （※短縮、伸展不良、狭窄、拡張も含む）
圧排像
消化管外腫瘤様陰影

辺縁の不整
（※二重輪郭、壁硬化、壁不整など、滑かな辺縁曲線の連続
性が失われた所見全て含む）

粘膜不整
（※造影剤付着不良、顆粒状、結節状、アレアの乱れ、等を
含む）

バリウム斑
消化管内異物様陰影 （※食物残渣も含む）
消化管術後
石灰化像
胆石
内臓逆位
その他
食道隆起性病変
食道陥凹性病変　　　　　
食道ポリープ
食道腫瘍
食道粘膜下腫瘍
食道癌
食道潰瘍
食道潰瘍瘢痕
食道憩室
食道静脈瘤
食道炎 
食道アカラシア
食道裂孔ヘルニア
食道その他
胃変形 （※短縮、伸展不良、狭窄、拡張も含む）

胃粘膜不整
（※造影剤付着不良、顆粒状、結節状、アレアの乱れ、等を
含む）

胃ひだ集中
胃ひだ粗大
胃ひだ中断
胃ひだの乱れ 
胃隆起性病変 （※ポリープを除く）
胃陥凹性病変 （※胃潰瘍を除く）
胃癌

胃 胃粘膜下腫瘍
胃底腺ポリープ  
胃ポリープ （※胃底腺ポリープ以外のポリープ）
胃潰瘍
胃潰瘍瘢痕
胃静脈瘤
胃憩室
胃びらん （※表層性胃炎は除く）
慢性胃炎 （※萎縮性、過形成、肥厚性など）
ピロリ菌感染性胃炎
胃内視鏡治療後瘢痕
胃その他
十二指腸造影剤不充
十二指腸変形 （※短縮、伸展不良、狭窄、拡張も含む）
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍瘢痕　
十二指腸腫瘍 （※乳頭部腫瘍を含む）
十二指腸粘膜下腫瘍
十二指腸ポリープ
十二指腸隆起性病変 （※小ポリープを除く）
十二指腸憩室
十二指腸その他

上部消化管内視鏡所見
(診断含む）

異常所見なし

壁外性圧排像
スコープ挿入不能
食物残渣
判定不能

食道 食道異常所見なし
食道手術後
食道癌
食道癌表在型
食道癌進行型
バレット食道腺癌
食道癌壁内転移
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食道異形成
食道メラノーシス
その他の食道腫瘍
食道悪性黒色腫
食道悪性リンパ腫
食道潰瘍
食道潰瘍瘢痕
食道炎
逆流性食道炎（ＧＥＲＤ）
食道静脈瘤
孤立性静脈拡張
グリコーゲン・アカントーシス

十二指腸 異所性胃粘膜
食道粘膜下腫瘍
食道ポリープ
食道カンジダ症
食道アカラシア
バレット食道
食道裂孔ヘルニア
食道憩室
食道壁外性圧排像
びまん性食道痙攣
マロリーワイス症候群
好酸球性食道炎
強調・色素内視鏡所見（食道）
内視鏡治療後瘢痕（食道）
食道狭窄
その他の食道所見
食物残渣（食道）
スコープ挿入不能（食道）

胃 胃異常所見なし
胃手術後
吻合部炎・残胃炎
胃癌
胃癌表在型
胃癌進行型
胃腺腫
その他の胃腫瘍
胃神経内分泌腫瘍
胃悪性リンパ腫
その他の胃悪性腫瘍
胃粘膜下腫瘍
胃ポリープ
胃過形成性ポリープ
胃底腺ポリープ
胃ポリポージス
胃潰瘍
胃潰瘍瘢痕
内視鏡治療後瘢痕（胃）
急性胃粘膜病変（ＡＧＭＬ）
胃炎
ヘリコバクターピロリ感染胃炎
ヘリコバクターピロリ除菌後
萎縮性胃炎
ひだ腫大型胃炎
鳥肌胃炎
びらん性胃炎
平坦型びらん性胃炎
隆起型びらん性胃炎
腸上皮化生
黄色腫
稜線状発赤
自己免疫性胃炎
ＰＰＩ胃症
胃静脈瘤
胃前庭部毛細血管拡張症（ＤＡＶＥ・　ＧＡＶＥ）
胃血管拡張
胃憩室
胃アニサキス症
幽門狭窄
胃壁外性圧排所見
異物（胃）
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門脈圧亢進性胃症（ＰＨＧ）
その他の胃所見
食物残渣（胃）
スコープ挿入不能（胃）

十二指腸 十二指腸異常所見なし
十二指腸手術後
十二指腸癌
十二指腸癌表在型
十二指腸癌進行型
その他の十二指腸腫瘍
十二指腸乳頭部腫瘤
十二指腸神経内分泌腫瘍
膵頭部、総胆管などの悪性腫瘍の浸潤
十二指腸悪性リンパ腫
十二指腸粘膜下腫瘍
十二指腸ポリープ
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍瘢痕
十二指腸炎・びらん
異所性胃粘膜（十二指腸）
ブルンネル腺過形成
十二指腸憩室
十二指腸狭窄
十二指腸壁外性圧排像
その他の十二指腸所見
スコープ挿入不能（十二指腸）
胃潰瘍瘢痕
胃潰瘍瘢痕Ｓ１ｓｔａｇｅ
胃潰瘍瘢痕Ｓ２ｓｔａｇｅ
内視鏡治療後瘢痕（胃）
急性胃粘膜病変（ＡＧＭＬ）
胃炎
ヘリコバクターピロリ感染胃炎
萎縮性胃炎
ひだ腫大型胃炎
鳥肌胃炎
平坦型びらん性胃炎
隆起型びらん性胃炎
腸上皮化生（胃）
胃キサントーマ（黄色腫）
胃静脈瘤
胃前庭部毛細血管拡張症（ＤＡＶＥ，　ＧＡＶＥ）
胃憩室
迷入膵
胃アニサキス症
幽門狭窄
壁外性圧排所見（胃）
異物（胃）
マロリーワイス症候群（胃）
門脈圧亢進性胃症（ＰＨＧ）
その他の胃所見
食物残渣有（観察不能）（胃）
スコープ挿入不能（胃）

十二指腸 十二指腸異常所見なし
十二指腸術後
十二指腸癌
十二指腸癌表在型
十二指腸癌進行型
十二指腸腫瘍
十二指腸カルチノイド
十二指腸乳頭部癌
膵頭部、総胆管などの悪性腫瘍の浸潤
その他の十二指腸腫瘍
十二指腸腺腫
十二指腸乳頭部腺腫
十二指腸悪性リンパ腫
十二指腸びまん性大細胞　Ｂ細胞性リンパ腫（ＤＬＢＣＬ）
十二指腸濾胞性リンパ腫
十二指腸ＭＡＬＴリンパ腫
十二指腸粘膜下腫瘍
十二指腸ポリープ
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍Ａ１ｓｔａｇｅ
十二指腸潰瘍Ａ２ｓｔａｇｅ
十二指腸潰瘍Ｈ１ｓｔａｇｅ
十二指腸潰瘍Ｈ２ｓｔａｇｅ
十二指腸潰瘍瘢痕
十二指腸潰瘍瘢痕Ｓ１ｓｔａｇｅ
十二指腸潰瘍瘢痕Ｓ２ｓｔａｇｅ
十二指腸炎・びらん
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異所性胃粘膜（十二指腸）
ブルンネル腺過形成
十二指腸憩室
十二指腸狭窄
壁外性圧排所見（十二指腸）
その他の十二指腸所見
スコープ挿入不能（十二指腸）

その他 その他
250 下部消化管・部位 未設定

251 下部消化管所見 未設定

260 腹部・部位 肝臓
肝左葉
肝右葉
肝両葉
胆管
肝内胆管
肝外胆管
総胆管
胆嚢
膵臓
膵体部
膵頭部
膵尾部
腎臓
右腎
右腎盂
右腎杯
左腎
左腎盂
左腎杯
両腎
両腎盂
両腎杯
尿管
右尿管
左尿管
両尿管
脾臓
脾門部
腹部大動脈
体腔
胸腔
心腔
腹腔
後腹膜腔
骨盤腔
副腎
右副腎
左副腎
両副腎
膀胱
前立腺
子宮
子宮付属器
右子宮付属器
左子宮付属器
両子宮付属器
右卵巣
左卵巣
両卵巣
右卵管
左卵管
両卵管

261 腹部•所見（リンパ） 未設定

腹部・所見（肝臓） 肝臓異常所見なし
判定不能
肝部分切除後・肝局所治療後
肝移植後
肝臓描出不能
肝臓の変形
脂肪肝
慢性肝障害
肝腫瘤
肝血管腫
肝腫瘍疑い
肝腫瘍
肝嚢胞
肝嚢胞性腫瘍疑い
肝嚢胞性腫瘍

©日本医学健康管理評価協議会 59/98



KMATver3.2_20211001.xlsx 画像所見標準用語表 2021/10/20

標準用語表番号 標準用語項目 標準用語（２０２１０３１９、用語委員会） 注
肝内胆管拡張を伴う肝嚢胞
肝内石灰化
肝内胆管結石
肝内胆管気腫
肝内胆管拡張
肝血管異常
その他の肝臓所見

腹部・所見（甲状腺） 未設定

腹部・所見（腎臓） 腎臓異常所見なし
判定不能
腎摘出後
腎部分切除後
腎移植後
腎描出不能
腎腫大
腎萎縮
腎の変形
腎腫瘤
腎腫瘍疑い
腎腫瘍
腎血管筋脂肪腫
腎嚢胞
多発性嚢胞腎
腎嚢胞性腫瘤
腎嚢胞性腫瘍疑い
腎石灰化
腎結石
腎盂拡張
水腎症
腎盂結石
尿管結石
腎盂腫瘍
尿管腫瘍
腎血管異常
その他の腎（臓）所見

腹部・所見（前立腺） 未設定

胆嚢・肝外胆管所見 異常（所見）なし

胆嚢 判定不能
胆嚢異常所見なし
胆嚢切除後
胆嚢描出不能
胆嚢壁評価不良
胆嚢腫大
びまん性胆嚢壁肥厚
胆嚢腺筋腫症
胆嚢腫瘍疑い
胆嚢ポリープ
胆嚢腫瘤
胆嚢腫瘍
胆嚢結石
胆泥
胆嚢萎縮
その他の胆嚢所見
肝外胆管異常所見なし

肝外胆管 肝外胆管切除後
肝外胆管描出不能
胆管拡張
膵・胆管合流異常の疑い
胆管壁肥厚
肝外胆管胆泥
胆管腫瘍疑い
胆管腫瘤
胆管結石
胆道気腫
その他の肝外胆管所見

腹部・所見（副腎） 未設定

腹部・所見（卵巣） 未設定

腹部・所見（脾臓） 脾臓異常所見なし
判定不能
脾臓切除後（脾局所治療後）
脾臓描出不能
脾腫大
脾腫瘤
脾門部腫瘤
脾臓腫瘍疑い

©日本医学健康管理評価協議会 60/98



KMATver3.2_20211001.xlsx 画像所見標準用語表 2021/10/20

標準用語表番号 標準用語項目 標準用語（２０２１０３１９、用語委員会） 注
脾臓腫瘍
脾嚢胞
脾嚢胞性腫瘍疑い
脾嚢胞性腫瘍
脾内石灰化
脾血管異常
副脾
脾の変形
その他の脾（臓）所見
脾変形
その他の脾（臓）所見

腹部・所見（膀胱） 未設定

腹部・所見（膵臓） 膵臓異常所見なし
判定不能
膵臓切除後
膵臓描出不能
膵臓萎縮
膵臓腫大
膵臓の変形
膵管拡張
膵腫瘤
膵腫瘍疑い
膵腫瘍
膵嚢胞
膵嚢胞性腫瘍疑い
膵石
膵内石灰化
膵血管異常
その他の膵（臓）所見

腹部大動脈 大動脈異常所見なし
判定不能
腹部大動脈描出不能
腹部大動脈瘤
腹部大動脈治療後

その他 腹部大動脈石灰化
その他の腹部大動脈所見
リンパ節腫大
腹水
胸水
心嚢水
副腎腫大
副腎腫瘤
腹部腫瘤　
腹部腫瘍
その他の所見

271 頭部・所見 未設定

280 乳房・部位 右乳房内側上部
（超音波） 右乳房内側下部　

右乳房外側上部
右乳房外側下部
右乳房乳輪部分
右乳房腋窩
右乳房全体
左乳房内側上部
左乳房内側下部
左乳房外側上部
左乳房外側下部
左乳房乳輪部分
左乳房腋窩
左乳房全体
両乳房内側上部
両乳房全体

（マンモグラフィ） 右乳房Ｕ領域上部　
右乳房Ｍ領域中部　
右乳房Ｌ領域下部
右乳房Ｓ領域乳頭
右乳房Ｉ領域内側
右乳房Ｏ領域外側
右乳房Ｘ領域腋窩
右乳房Ｗ領域全体
左乳房Ｕ領域上部
左乳房Ｍ領域中部
左乳房Ｌ領域下部
左乳房Ｓ領域乳頭
左乳房Ｉ領域内側
左乳房Ｏ領域外側
左乳房Ｘ領域腋窩
左乳房Ｗ領域全体
両乳房Ｘ領域

281 乳房・所見 カテゴリー１（ＵＳ）
（超音波） カテゴリー２（ＵＳ）
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カテゴリー３（ＵＳ）
カテゴリー４（ＵＳ）
カテゴリー５（ＵＳ）
判定不能
嚢胞性パターン
混合性パターン　
充実性パターン　
乳管の異常
乳腺内低エコー域
構築の乱れ　
多発小嚢胞
点状高エコーを主体とする病変
粗大高エコー
悪性乳腺腫瘍
良悪性鑑別困難乳腺腫瘤
良性乳腺腫瘍
その他乳腺良性疾患
腋窩リンパ節腫大　
良性腋窩リンパ節腫大
乳房内リンパ節
授乳期変化
妊娠期変化
乳房内異物
乳房手術後
副乳
その他の乳房所見

（マンモグラフィ） 異常（所見）なし
乳房の構成（脂肪性）
乳房の構成（乳腺散在）
乳房の構成（不均一高濃度）
乳房の構成（極めて高濃度）

カテゴリー分類 カテゴリー１（ＭＭＧ）
カテゴリー２（ＭＭＧ）
カテゴリー３（ＭＭＧ）
カテゴリー４（ＭＭＧ）
カテゴリー５（ＭＭＧ）

所見 判定不能
乳腺腫瘤
良性石灰化
鑑別必要石灰化
乳房実質の異常
乳腺症
乳腺線維腺腫
皮膚所見
腋窩リンパ節腫大
乳房内リンパ節腫大
妊娠期変化
授乳期変化
乳房内異物
乳房手術後
副乳
その他の乳房所見

290 子宮・部位 未設定

291 子宮・所見 未設定

©日本医学健康管理評価協議会 62/98



KMATver3.2_20211001.xlsx 特殊健診法定用語対応表 2021/10/20

特殊健診法定コード表（2020/7　法改正によるコード変更） (全衛連提供)

標準用語表番号 大分類 中分類 標準法定コード コードの意味
５００ 業務名コード 一般 ００1 重量物の取り扱い業務の経験

００２ 粉じんの取り扱い業務の経験
００３ 激しい振動を伴う業務の経験
００４ 有害物質を取り扱う業務の経験
００５ 放射線業務の経験

有機溶剤 101
有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若
しくは設備への注入の業務

102
染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真
薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機
溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務

103 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
104 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
105 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
106 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
107 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
108 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しよくの業務
109 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
110 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
111 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
112 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務

鉛 201
鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱
等の取扱いの業務

202
銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱、当該溶鉱に連続して行なう
転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライムの取扱いの業務

203

鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の
溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、
切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらか
ら取り出す業務

204
電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛した電線
若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務

205
鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品を製造し、修理し、若しくは解体する
工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛
快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

206
鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための撹
拌、ふるい分け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容
器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

207 鉛ライニングの業務

208
鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち、
加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務

209 鉛装置の内部における業務
210 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務
211 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
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212
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、
ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふ
るい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務

213 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務

214
鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の
業務

215
鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼
成の業務

216
溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼
戻しをした金属のサンドバスの業務

217 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
218 201から217に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務

四アルキル鉛 301 四アルキル鉛を製造する業務
302 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務

303
四アルキル鉛を製造、ガソリンに混入する業務に用いる機械又は装置の修理、改造、
分解、解体、破壊又は移動を行なう業務

304
四アルキル鉛及び加鉛ガソリンによりその内部が汚染されており、又は汚染されてい
るおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務

305 四アルキル鉛等を含有する残さい物を取り扱う業務
306 四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
307 四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務

308
四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場
所の汚染を除去する業務（302又は304に掲げる業務に該当するものを除く。）

対象特定化学物質 401 第一類物質を製造、取り扱う業務
402 第二類物質を製造、取り扱う業務
403 製造禁止物質を、試験研究等のために使用する業務

高気圧 501
高圧室内作業（潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室
又はシヤフトの内部において行う作業）

502
潜水器を用い、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気
を受けて、水中において行う業務

電離放射線 601 エツクス線装置の使用又はエツクス線の発生を伴う当該装置の検査の業務

602
サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置の使用又は電離放射
線の発生を伴う当該装置の検査の業務

603
エツクス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエツクス線の発生を伴うこれらの検
査の業務

604 放射性物質を装備している機器の取扱いの業務

605
放射性物質又は当該放射性物質若しくは502の装置から発生した電離放射線によ
つて汚染された物の取扱いの業務

606 原子炉の運転の業務
607 坑内における核原料物質の掘採の業務

粉じん 701 鉱物等を掘削する場所における作業
702 ずい道等の建設の作業（鉱物等を掘削する場所における作業）

703
鉱物等を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより鉱物等を積み卸す場所に
おける作業
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704
坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における
作業

705 ずい道等の建設の作業（鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業）

706
坑内において鉱物等を運搬する作業（鉱物等を積載した車を牽引する機関車を運転
する作業を除く。）

707 坑内の、鉱物等を充てんし、又は岩粉を散布する場所における作業
708 ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける場所における作業

709
坑内であつて粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、撤去
し、点検し、又は補修する作業

710 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業

711
研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しく
は金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業

712
鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分け
る場所における作業

713
セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰
めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業

714 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

715
粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する
工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は散
布する場所における作業

716
ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又
は原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業

717

陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、
若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半
製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における
作業又は窯の内部に立ち入る作業

718
炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉
詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業

719
砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、
砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業

720 鉱物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物等をかき落とし、又はかき集める作業

721
金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に
投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業

722
粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程
において、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、
かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業

723
耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を
解体し、若しくは破砕する作業

724
屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアーク
を用いてガウジングする作業

725 金属をアーク溶接する作業
726 金属を溶射する場所における作業

727
染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所における
作業
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728
長大ずい道（厚生労働大臣の指定するもの。）の内部の、ホッパー車からバラストを取
り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所における作業

情報機器作業 801
１日に4 時間以上情報機器作業を行う者で、作業中は常時ディスプレイを注視する、
又は入力装置を操作する必要がある者作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ること
や作業姿勢を変更することが困難である者

802 上記以外の情報機器作業対象者

上肢作業 821
上肢の反復動作の多い作業：①パソコンなどでキーボード入力をする作業、②運搬・
積み込み・積み卸し、③冷凍魚の切断や解体、④機器などの組立て・仕上げ作業、調理
作業、手作り製パン、製菓作業、ミシン縫製、アイロンがけ、手話通訳

822
上肢を上げた状態で行う作業：①天井など上方を対象とする作業、②流れ作業によ
る塗装、溶接作業

823
頸部、肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業：①顕微鏡やルーペを使った検査作
業

824 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業：①保育・看護・介護作業

825
炭酸ガスアーク溶接トーチ、エヤーリベッター、自動刺しゅう機、スプレーガン、エヤー
ドライバー等の引き金付工具を用いる作業

腰痛 831 重量物取扱い作業
832 立ち作業
833 座り作業
834 福祉・医療分野等における介護・看護作業
835 車両運転等の作業

騒音 841
 鋲(びよう)打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は
器具を取り扱う業務を行う屋内作業場

842
 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務（液体プ
レスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。）を行う
屋内作業場

843
 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作
業場

844 タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落しの業務を行う屋内作業場
845 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
846  ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
847  チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
848 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場

849
インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付
け、取 り外しの業務を行う作業場

850  ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場

851
 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研
削又は研磨の業務を行う作業場

852
 動力プレス（油圧プレス及びプレスブレーキを除く。）により、鋼板の曲げ、絞り、せん
断等の業務を行う作業場

853 シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場
854 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場
855 金属を溶解し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場
856 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場
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857 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場
858  乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場
859  鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場
860  動力巻取機により、鋼板、線材を巻き取る業務を行う作業場
861  ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場
862  圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場
863 ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場
864 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場
865  内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場
866 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場
867 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場

868
コンクリートパネル等を製造する工程において、テーブルバイブレータにより締め固
めの業務を行う作業場

869 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場
870  動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場
871 びん、ブリキかん等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場
872 射出成型機を用いてプラスチックの押出し、切断の業務を行う作業場
873 プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場
874  みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場
875 ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場

876
ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内紙を編上機により編み上げる業
務を行う作業場

877 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場

878
ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を
行う作業場

879  カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場
880 モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場
881  コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場

882
 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業
場

883 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場
884  高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場
885 高圧リムーバを用いてＩＣパッケッージのバリ取りの業務を行う作業場

886
 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取出し、はく離、乾燥等の業務を行う
作業場

887  乾燥設備を使用する業務を行う作業場
888 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場
889  ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場
890 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場
891 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場
892 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場
893 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場
894 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場
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895
さく岩機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気に
より駆動される手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場

896  コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場

897 チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場
898 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場
899  水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場

900
空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行
う作業場

紫外線業務 901 屋外作業（農業、林業、漁業、工建作業、雪、氷上作業）
赤外線業務 911 溶接作業、溶断作業

912 人工光源下の作業（照明器具・レンズなどの調整や検査、紫外線殺菌作業など）
913 製鉄、製鋼、ガラス等の炉前作業
914 造塊などの高熱物体取扱い作業
915 赤外線乾燥作業

レーザー光線業務 921 クラス３Rの機器を使用する業務
922 クラス３Bの機器を使用する業務
923 クラス４の機器を使用する業務

振動業務 931 チェンソー取扱業務
932 ピストンによる打撃機構を有する工具を取り扱う業務

933
エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可搬式のもの(チェーンソーを除
く。)を取り扱う業務

934 携帯用の皮はぎ機等の回転工具を取り扱う業務(936)の業務を除く。)
935 携帯用のタイタンパー等の振動体内蔵工具を取り扱う業務

936

携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤
(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを
超えるものに限る。)を取り扱う業務(金属、石材等を研削し、又は切断する業務に限
る。)

937
卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるものに
限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。)

938 締付工具を取り扱う業務
939 往復動工具を取り扱う業務

上記以外の指導勧奨による特殊健康診断　　（901-915の再掲）
940 紫外線・赤外線にさらされる業務

941
黄りんを取り扱う業務またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場
所における業務

942
有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所にお
ける業務

943 亜硫酸ガスを発散する場所における業務

944
二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所にお
ける業務（有機溶剤業務に係るものを除く。）

945
ベンゼンのニトロ、アミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉
じんを発散する場所における業務
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946
脂肪族の塩化または臭化化合物（有機溶剤として法規に規定されているものを除
く。）を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所におけ
る業務

947
砒素またはその化合物（アルシンおよび砒化ガリウムに限る。）を取り扱う業務または
そのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務

948
フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する
場所における業務

949
アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。）を取り
扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務

950
クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場
所における業務

951
沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業
務

952
メチレンジフェニルイソシアネート（MDI）を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしく
は粉じんを発散する場所における業務

953 キーパンチャーの業務（上肢作業健康診断）
954 都市ガス配管工事業務（一酸化炭素中毒）
955 米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務

956
チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務　　（931の再掲　　振動業務
健康診断）

957 地下駐車場における業務（排気ガス）
958 超音波溶着機を取り扱う業務
959 金銭登録の業務（上肢作業健康診断）
960 チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務（振動業務健康診断）
961 引金付工具を取り扱う業務（上肢作業健康診断）

962
レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
（921-923の再掲）

963 半導体製造工程における業務
964 騒音作業（騒音作業健康診断）
965 学校給食における業務（上肢・腰痛健康診断）
966 情報機器作業（情報機器作業健康診断）
967 石綿取扱い作業等（退職者が対象で、健康管理手帳所持者を除く。）（石綿健康診断）
968 重量物取扱い作業、介護作業等　　（831-835の再掲　　腰痛健康診断）

５１０ 特定化学物質コード表 第一類物質 101 ジクロルベンジジン及びその塩
102 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
103 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）
104 オルト―トリジン及びその塩
105 ジアニシジン及びその塩
106 ベリリウム及びその化合物
107 ベンゾトリクロリド

108
101から106までに掲げる物を1パーセントを超えて含有するもの（７に掲げる物は
0.5パーセント（ベリリウム合金は3パーセント）を超えて含有するもの

第二類物質 201 アクリルアミド
202 アクリロニトリル
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203 アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）

203-2 インジウム化合物
203-3 エチルベンゼン
204 エチレンイミン
205 エチレンオキシド
206 塩化ビニル
207 塩素
208 オーラミン

208-2 オルト―トルイジン
209 オルト―フタロジニトリル
210 カドミウム及びその化合物
211 クロム酸及びその塩

211-2 クロロホルム
212 クロロメチルメチルエーテル
213 五酸化バナジウム

213-2 コバルト及びその無機化合物
214 コールタール
215 酸化プロピレン

215-2 三酸化二アンチモン
216 シアン化カリウム
217 シアン化水素
218 シアン化ナトリウム

218-2 四塩化炭素
218-3 1.4-ジオキサン
218-4 1.2-ジクロロエタン（別名二塩化エチレン）
219 3.3-ジクロロ-4.4-ジアミノジフエニルメタン

219-2 1.2-ジクロロプロパン
219-3 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）
219-4 ジメチル-2.2-ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ）
219-5 1.1-ジメチルヒドラジン
220 臭化メチル
221 重クロム酸及びその塩
222 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。）

222-2 スチレン
222-3 1.1.2.2-テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）
222-4 テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）
222-5 トリクロロエチレン
223 トリレンジイソシアネート

223-2 ナフタレン
223-3 ニツケル化合物（24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。）
224 ニツケルカルボニル
225 ニトログリコール
226 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
227 パラ―ニトロクロルベンゼン
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272-2 砒素及びその化合物（アルシン及び砒化ガリウムを除く。）
228 弗化水素
229 ベータ―プロピオラクトン
230 ベンゼン
231 ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩

231-2 ホルムアルデヒド
232 マゼンタ
233 マンガン及びその化合物

233-2 メチルイソブチルケトン
234 沃化メチル

234-2 溶接ヒューム
234-3 リフラクトリーセラミックファイバー
235 硫化水素
236 硫酸ジメチル

237
201から236までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定める
もの

製造禁止物質 301 黄りんマッチ
302 ベンジジンおよびその塩
303 4-アミノジフェニルおよびその塩
304 石綿
305 4-ニトロジフェニルおよびその塩
306 ビス（クロロメチル）エーテル
307 ベータ-ナフチルアミンおよびその塩
308 ベンゼンを含む含有するゴムのり（ベンゼンの含有量5％を超えるもの）

309
302、303、305～307についてその重量の1％（304については0.1％）を超え
て含有する製剤その他の物

有機溶剤　 401 アセトン
402 イソブチルアルコール
403 イソプロピルアルコール
404 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール）
405 エチルエーテル
406 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）
407 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテート）
408 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）
409 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）
410 オルト―ジクロルベンゼン
411 キシレン
412 クレゾール
413 クロルベンゼン
415 酢酸イソブチル
416 酢酸イソプロピル
417 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）
418 酢酸エチル
419 酢酸ノルマル―ブチル
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420 酢酸ノルマル―プロピル
421 酢酸ノルマル―ペンチル（別名酢酸ノルマル―アミル）
422 酢酸メチル
424 シクロヘキサノール
425 シクロヘキサノン
428 1.2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）
430 Ｎ・Ｎ-ジメチルホルムアミド
434 テトラヒドロフラン
435 1.1.1-トリクロルエタン
437 トルエン
438 二硫化炭素
439 ノルマルヘキサン
440 1-ブタノール
441 2-ブタノール
442 メタノール
444 メチルエチルケトン
445 メチルシクロヘキサノール
446 メチルシクロヘキサノン
447 メチル―ノルマル―ブチルケトン
448 ガソリン
449 コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）
450 石油エーテル
451 石油ナフサ
452 石油ベンジン
453 テレビン油

454
ミネラルスピリツト（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及
びミネラルターペンを含む。）

455 401-454に掲げる物のみから成る混合物
５２０ 自覚症状コード 頭 111 頭痛

112 頭重
113 顔面蒼白
114 悪心

　 115 嘔吐
116 多汗
117 発熱
118 めまい
119 倦怠感
120 脱力感
121 食欲不振

眼の症状 131 眼の疲れ
132 眼の乾き
133 眼の異物感
134 眼のかすみ
135 遠くが見づらい
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136 近くが見づらい
137 まぶしい、羞明
138 チラツキ
139 眼の不快感
140 目ヤニ
141 眼のかゆみ
142 視力の低下
143 眼の刺激症状
144 流涙
145 眼の痛み
146 充血
147 粘膜充血
148 黄疸
149 角膜の異常
150 その他の目の症状

耳の症状 151 聞こえづらい
152 難聴
153 耳鳴り
154 その他の耳の症状

鼻の症状 161 鼻の痛み
162 鼻汁
163 鼻出血
164 鼻の刺激症状
165 臭いがしない
166 その他の鼻の症状

口の症状 171 歯肉炎
172 口内炎
173 口唇のしびれ
174 口唇潰瘍
175 舌の緑着色
176 唾液
177 異味
178 甘味嗜好
179 その他の口の症状

呼吸器系の症状 181 せき
182 たん
183 喉のいらいら、咽頭部違和感
184 咽頭痛
185 その他の咽頭部の症状
186 声のかすれ、嗄声
187 喘鳴（ぜいめい）
188 上気道の刺激症状
189 盗汗
190 呼吸器の刺激症状
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191 息苦しさ、胸部圧迫感
192 呼吸困難
193 胸部違和感
194 胸部不安感
195 胸痛
196 喀血
197 いびき
198 その他の呼吸器系の症状

循環器系の症状 201 動悸
202 息切れ
203 心悸亢進
204 心臓症状
205 出血傾向
206 その他の循環器系の症状

腹部の症状 211 腹痛、反復性の腹痛
212 疝痛
213 腹部不快感
214 食欲不振、胃腸症状
215 その他の腹部の症状

尿・便 221 頻尿
222 排尿痛
223 血尿
224 多尿
225 乏尿・無尿
226 尿の着色
227 下痢
228 便秘
229 黒色便
230 その他の便・尿の症状

筋・骨格系の症状 231 首・肩こり
232 背中の痛み
233 腰痛
234 関節痛
235 腕の痛み
236 握力減退

四肢の症状 241 手指のしびれ
242 手指の痛み、手指の疼痛
243 手指のこわばり
244 手指の腫れ
245 手指のしこり
246 手指の脱力感
247 手足のしびれ
248 白指
249 四肢末端部の疼痛
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250 四肢末端の神経痛
251 四肢末端の冷感
252 四肢末端のしびれ
253 四肢末端の脱力感
254 知覚異常
255 知覚鈍麻
256 筋肉痛
257 筋力低下
258 脱力
259 その他の体幹、四肢末端の症状

皮膚の症状 261 かゆみ、皮膚掻痒感
262 黄疸
263 発赤
264 皮膚の蒼白
265 にきび様変化
266 いぼ
267 皮膚の異常
268 粘膜の異常
269 その他の皮膚の症状

神経の症状 271 神経痛
272 けいれん
273 昏迷
274 眠気、傾眠
275 てんかん様発作、てんかん様発作の既往歴
276 失神
277 運動麻痺
278 振顫
279 その他の神経症状

精神の症状 281 易疲労感
282 倦怠感
283 不眠、睡眠障害
284 嗜眠
285 悪夢
286 不安感
287 興奮
288 いらいら
289 焦燥感
290 抑うつ感
291 もの忘れ
292 集中力の低下
293 知能障害
294 記憶力の低下
295 発語障害
296 その他の精神症状
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297 ストレス
301 体重減少

５３０ 他覚症状コード 顔面 501 蒼白
502 黄疸
503 眼瞼浮腫
504 仮面様顔貌
505 膏顔
506 チアノーゼ
507 発汗異常、多汗

眼 511 視力低下
512 流涙
513 視野狭窄
514 結膜発赤・充血
515 結膜の異常
516 黄疸
517 角膜の異常
518 水晶体混濁
519 縮瞳
520 その他の目の症状

耳 521 聴力低下
　 522 難聴

523 鼓膜の穿孔
524 鼓膜の発赤
525 その他の耳の症状

鼻 531 鼻炎
532 鼻粘膜炎症、鼻粘膜発赤
533 鼻出血
534 鼻粘膜刺激症状
535 鼻腔刺激症状
536 副鼻腔炎
537 鼻ポリープ
538 臭覚脱失、臭覚異常
539 鼻中隔穿孔
540 その他の鼻の症状

口腔 541 歯牙の変色、斑状歯
542 歯牙酸蝕
543 歯肉炎
544 口内炎
545 舌色調・着色
546 歯肉色素沈着
547 口唇の知覚異常
548 流涎、唾液分泌過多
549 咽頭粘膜炎症、咽頭発赤・腫脹
550 その他の口腔内の症状
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頸部 551 リンパ節腫脹

552 甲状腺腫脹
553 その他の咽頭部の症状

呼吸器系 561 咳
562 嗄声
563 呼吸音の異常、呼吸音の減弱
564 湿性ラ音
565 副雑音、水泡音、捻髪音
566 喘息
567 喘鳴
568 胸水
569 呼吸困難
570 その他の呼吸器症状

心部・腹部 571 心雑音
572 不整脈
573 皮疹
574 着色斑
575 肝、脾の腫大
576 腹水
577 圧痛
578 その他の心部・腹部の症状

手指 581 爪の変化
582 手指の腫れ
583 手指の蒼白、レイノー症状
584 指の変形
585 ばち状指
586 手指の振戦
587 指の弾発現象
588 触角・痛覚の異常

　 589 握力減退
590 その他の手指の症状

四肢 591 前腕屈側知覚鈍麻
592 上腕腱反射亢進
593 膝蓋腱反射異常
594 アキレス腱反射異常
595 上肢の運動機能の異常
596 四肢の伸筋麻痺
597 四肢の知覚異常
598 四肢の末梢神経異常
599 四肢の運動機能の異常
600 筋・神経叢の圧痛
601 関節の可動（運動）痛
602 骨・関節の変形・異常
603 その他の四肢の症状
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皮膚 611 発赤、発疹

612 萎縮、指紋の消失・縦じわ
613 乾燥
614 湿疹
615 皮疹
616 皮膚炎
617 皮膚潰瘍

　 618 浮腫
619 色素沈着
620 黄疸
621 皮膚の黒変、黒皮症
622 皮膚の蒼白
623 色素脱失
624 角化、疣贅（ゆうぜい）
625 毛嚢性挫創、クロルアクネ
626 ガス斑
627 皮膚潰瘍
628 酸傷痕
629 くも状血管腫
630 手掌紅斑
631 皮膚の角化
632 皮膚の異常
633 その他の皮膚の症状

神経症状 641 傾眠
642 振顫
643 痙攣
644 筋線維攣縮
645 昏迷
646 歩行障害
647 歩行失調
648 運動失調
649 不随意性運動障害
650 パーキンソン症候群様症状
651 記憶力低下
652 記憶障害
653 発語障害
654 書字拙劣
655 易興奮性
656 その他の神経の症状

５４０
特殊健診・所見有無区
分 1 有

2 無
3 不知
4 常時有る
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5 時々有る

５５０
特殊健診・代謝物検査
の分布区分 1 分布「１」

2 分布「２」
3 分布「３」

５６０ 特殊健診・使用状況 1 常時使用
2 時々使用
3 未設置

５７０
特殊健診・環境測定実
施結果 1 管理１

2 管理２
3 管理３

５８０
特殊健診・耳鼻咽喉検
査 1 耳鏡検査（オルトスコープ）

2 鼻腔鏡検査
3 その他

５９０ じん肺エックス線写真の像第１型 1
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認
められるもの

第２型 2
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認
められるもの

第３型 3
両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がな
いと認められるもの

第４型 4 大陰影があると認められるもの
６００ じん肺管理区分 管理１ 0 じん肺の所見がないと認められるもの

管理２ 1
エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められ
るもの

管理３イ 2
エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められ
るもの

管理３ロ 3
エックス線写真の像が第三型又は第四型（大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一
以下のものに限る。）でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理４ 4
（１）　エックス線写真の像が第四型（大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超え
るものに限る。）と認められるもの

管理４ 5
（２）　エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型（大陰影の大きさが
一側の肺野の三分の一以下のものに限る。）で、じん肺による著しい肺機能の障害が
あると認められるもの

６１０ じん肺・小陰影の区分 小陰影０ 0 0/－： 正常構造が特によくみえるもの
小陰影１ 1 0/0 ：　じん肺の陰影が認められないもの
小陰影２ 2 0/1 ：　じん肺の陰影が認められるが、第 1 型と判定するに至らないもの

小陰影３ 3
1/0 ：　第 1 型と判定するが、標準エックス線フィルムの“第 1 型（1/1）”に至ってい
るとは 認められないもの

小陰影４ 4
1/1 ：　標準エックス線フィルムの“第 1 型（1/1）”におおむね一致すると判定される
もの

小陰影５ 5
1/2 ：　第 1 型と判定するが標準エックス線フィルムの“第 1 型（1/1）”よりは数が
多いと 認められるもの
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小陰影６ 6
2/1 ：　第 2 型と判定するが標準エックス線フィルムの“第 2 型（2/2）よりは数が
少ないと 認められるもの

小陰影７ 7
2/2 ：　標準エックス線フィルムの“第 2 型（2/2）”におおむね一致すると判定され
るもの

小陰影８ 8
2/3 ：　第 2 型と判定するが、標準エックス線フィルムの“第 2 型（2/2）”よりは数
が多いと 認められるもの

小陰影９ 9
3/2 ：　第 3 型と判定するが、標準エックス線フィルムの“第 3 型（3/3）”よりは数
が少ない と認められるもの

小陰影１０ 10
3/3 ：　標準エックス線フィルムの“第 3 型（3/3）”におおむね一致すると判定され
るもの

小陰影１１ 11
3/+ ：　第 3 型と判定するが、標準エックス線フィルムの“第 3 型（3/3）”よりは数
が多いと 認められるもの

６２０ じん肺・大陰影の区分 大陰影Ａ 1
陰影が 1 つの場合には、その最大径が 1cm を超え 5cm までのもの。数個の場合
には、個々の影が 1cm 以上で、その最大径の和が 5cm を超えないもの

大陰影Ｂ 2
陰影が 1 つ又はそれ以上で、Ａを超えており、その面積の和が 1 側肺野の 1／3
（右上肺野相当域）を超えないもの

大陰影Ｃ 3
陰影が1つ又はそれ以上で、その面積の和が1側肺野の1／3（右上肺野相当域） を超
えるもの

６３０ じん肺・その他の肺野所見 1 胸膜肥厚等の胸膜の変化（石灰化像を除く） （pl）
2 胸膜石化像 （plc）
3 心臓の大きさ、形状の異常 （co）
4 ブラ（のう胞） （bu）
5 空胴 （cv）
6 著明な肺気腫 （em）
7 肺門又は縦隔リンパ節の卵殻状石灰沈着 （es）
8 肺又は胸膜のがん （ca）
9 気胸 （px）
10 肺結核 （tb）

６４０ 屈折検査 1 異常なし
2 屈折異常
3 判定不能

６５０ 眼位検査 1 斜視なし
2 斜視あり
3 判定不能
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法定（安全衛生規則）健診別の検査項目

健診項目 健診内容 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別

取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名

業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容

業務歴 当該業務始期 業務歴 当該業務始期 業務歴 当該業務始期 業務歴 当該業務始期 業務歴 当該業務始期

業務歴 当該業務従事年数 業務歴 当該業務従事年数 業務歴 当該業務従事年数 業務歴 当該業務従事年数 業務歴 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週

作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況

作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況

作業条件の簡易な調査 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類

作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無

作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無

有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無

有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名

有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日

有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過

有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無

有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容

有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無

有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容

血色素量、赤血球数の検査 ヘモグロビン（Hb） 肝機能検査 AST 尿中代謝物量の検査 尿中メチル馬尿酸の量 肝機能検査 AST 代謝物量の検査 尿中トリクロル酢酸の量

血色素量、赤血球数の検査 赤血球数（RBC） 肝機能検査 ALT 尿中代謝物量の検査 　尿中メチル馬尿酸の量・クレアチニン補正を行った場合 肝機能検査 ALT 代謝物量の検査 　尿中トリクロル酢酸の量・クレアチニン補正を行った場合

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 肝機能検査 γ-GT 尿中代謝物量の検査 　尿中メチル馬尿酸の分布区分 肝機能検査 γ-GT 代謝物量の検査 　尿中トリクロル酢酸の分布区分

作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 代謝物量の検査 尿中N-メチルホルムアミドの量 代謝物量の検査 尿中総三塩化物の量

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 代謝物量の検査 　尿中N-メチルホルムアミドの量・クレアチニン補正を行った場合 代謝物量の検査 　尿中総三塩化物の量・クレアチニン補正を行った場合

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 代謝物量の検査 　尿中N-メチルホルムアミドの分布区分 代謝物量の検査 　尿中総三塩化物の量の分布区分

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価

作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日

作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週

作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況

貧血検査 ヘマトクリット（Ht） 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

貧血検査 MCV 貧血検査 赤血球数（RBC） 貧血検査 赤血球数（RBC） 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無

貧血検査 MCH 貧血検査 ヘモグロビン（Hb） 貧血検査 ヘモグロビン（Hb） 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無

貧血検査 MCHC 貧血検査 ヘマトクリット（Ht） 貧血検査 ヘマトクリット（Ht） 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

肝機能検査 AST 貧血検査 MCV 貧血検査 MCV 貧血検査 赤血球数（RBC） 貧血検査 赤血球数（RBC）

肝機能検査 ALT 貧血検査 MCH 貧血検査 MCH 貧血検査 ヘモグロビン（Hb） 貧血検査 ヘモグロビン（Hb）

肝機能検査 γ-GT 貧血検査 MCHC 貧血検査 MCHC 貧血検査 ヘマトクリット（Ht） 貧血検査 ヘマトクリット（Ht）

腎機能検査 ウロビリノーゲン 肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL) 肝機能検査 AST 貧血検査 MCV 貧血検査 MCV

腎機能検査 尿蛋白 肝機能検査 直接ビリルリン（D-BIL） 肝機能検査 ALT 貧血検査 MCH 貧血検査 MCH

腎機能検査 尿比重 肝機能検査 総たんぱく（TP） 肝機能検査 γ-GT 貧血検査 MCHC 貧血検査 MCHC

腎機能検査 クレアチニン（CRE） 肝機能検査 アルブミン（ALB） 腎機能検査 ウロビリノーゲン 肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL) 肝機能検査 AST

腎機能検査 尿中クレアチニン 肝機能検査 アルカリフォスファターゼ（ALP） 腎機能検査 尿蛋白 肝機能検査 直接ビリルリン（D-BIL） 肝機能検査 ALT

腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 肝機能検査 コリンエステラーゼ（ChE） 腎機能検査 尿比重 肝機能検査 総たんぱく（TP） 肝機能検査 γ-GT

腎機能検査 eＧＦＲ 肝機能検査 乳酸脱水素酵素（LDH) 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 肝機能検査 アルブミン（ALB） 腎機能検査 ウロビリノーゲン

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 肝機能検査 アルブミン／グロブリン比（A／G比） 腎機能検査 尿中クレアチニン 肝機能検査 アルカリフォスファターゼ（ALP） 腎機能検査 尿蛋白

神経学的検査 神経伸展検査の結果 肝機能検査 ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP） 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 肝機能検査 コリンエステラーゼ（ChE） 腎機能検査 尿比重

神経学的検査 深部腱反射検査の結果 腎機能検査 ウロビリノーゲン 腎機能検査 eＧＦＲ 肝機能検査 乳酸脱水素酵素（LDH) 腎機能検査 クレアチニン（CRE）

神経学的検査 知覚検査の結果 腎機能検査 尿蛋白 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 肝機能検査 アルブミン／グロブリン比（A／G比） 腎機能検査 尿中クレアチニン

神経学的検査 筋力検査の結果 腎機能検査 尿比重 神経学的検査 神経伸展検査の結果 肝機能検査 ロイシンアミノペプチダーゼ（LAP） 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN）

神経学的検査 筋委縮検査の結果 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 神経学的検査 深部腱反射検査の結果 腎機能検査 ウロビリノーゲン 腎機能検査 eＧＦＲ

神経学的検査 その他の神経学的検査 腎機能検査 尿中クレアチニン 神経学的検査 知覚検査の結果 腎機能検査 尿蛋白 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 神経学的検査 筋力検査の結果 腎機能検査 尿比重 神経学的検査 神経伸展検査の結果

腎機能検査 eＧＦＲ 神経学的検査 筋委縮検査の結果 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 神経学的検査 深部腱反射検査の結果

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 その他の神経学的検査 腎機能検査 尿中クレアチニン 神経学的検査 知覚検査の結果

神経学的検査 神経伸展検査の結果 特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 神経学的検査 筋力検査の結果

神経学的検査 深部腱反射検査の結果 腎機能検査 eＧＦＲ 神経学的検査 筋委縮検査の結果

神経学的検査 知覚検査の結果 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 その他の神経学的検査

神経学的検査 筋力検査の結果 神経学的検査 神経伸展検査の結果 特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定

神経学的検査 筋委縮検査の結果 神経学的検査 深部腱反射検査の結果

神経学的検査 その他の神経学的検査 神経学的検査 知覚検査の結果

特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定 神経学的検査 筋力検査の結果

神経学的検査 筋委縮検査の結果

神経学的検査 その他の神経学的検査

特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定

有機溶剤健康診断（有機則別表第1号に掲げる有機溶剤） 有機溶剤健康診断（別表第2号に掲げる有機溶剤） 有機溶剤健康診断（別表第3号に掲げる物質） 有機溶剤健康診断（第4号に掲げる物質） 有機溶剤健康診断（第5号に掲げる物質）
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KMATver3.2_20211001.xlsx 法定健診別の項目一覧 2021/10/20

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ID

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 カナ氏名

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 漢字氏名

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 英字氏名

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 生年月日

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 年齢

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 性別

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 保険者番号

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 被保険者証等記号

性別 性別 性別 性別 性別 被保険者証等番号

取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 取扱い有機溶剤名 業務の経歴 業務の内容 業務歴 業務の内容

業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 　 当該業務始期 　 当該業務始期

業務歴 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

業務歴 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 既往歴 健康障害の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／時間／日 既往歴 診断名 既往歴 診断名

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の使用頻度／日／週 当該化学物質の使用頻度／日／週 当該化学物質の使用頻度／日／週 当該化学物質の使用頻度／日／週 既往歴 診断年月日 既往歴 診断年月日

作業条件の簡易な調査 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 既往歴 療養の経過 既往歴 療養の経過

作業条件の簡易な調査 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 自覚症状 呼吸困難度 自覚症状 自覚症状の有無

作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 自覚症状 せき 自覚症状 自覚症状の内容

作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 自覚症状 たん 他覚症状 他覚症状の有無

作業条件の簡易な調査 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 自覚症状 心悸亢進 他覚症状 他覚症状の内容

作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 自覚症状 その他特記事項 身体計測 身長

作業条件の簡易な調査 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 自覚症状 チアノーゼ 身体計測 体重

有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 有機溶剤による健康障害の既往歴 健康障害の既往歴の有無 自覚症状 ばち状指 身体計測 腹囲

有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断名 自覚症状 副雑音 身体計測 ＢＭＩ

有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 有機溶剤による健康障害の既往歴 診断年月日 自覚症状 その他 視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼）

有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 有機溶剤による健康障害の既往歴 療養の経過 胸部X線直接撮影 　じん肺エックス線写真の像 視力（6ｍ視力） 左眼（裸眼）

有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の有無 胸部X線直接撮影 　じん肺・小陰影の区分 視力（7ｍ視力） 右眼（矯正）

有機溶剤による健康障害の自覚症状 自覚症状の内容 自覚症状の内容 自覚症状の内容 自覚症状の内容 胸部X線直接撮影 　じん肺・大陰影の区分 視力（8ｍ視力） 左眼（矯正）

有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の有無 胸部X線直接撮影 　じん肺・その他の肺野所見 聴力検査（オージオメーター） 1000Hz（右）

有機溶剤による健康障害の他覚症状 他覚症状の内容 他覚症状の内容 他覚症状の内容 他覚症状の内容 肺機能検査 肺活量（VC） 聴力検査（オージオメーター） 1000Hz（左）

尿中代謝物量の検査 尿中馬尿酸の量 眼底検査 所見の有無 代謝物量の検査 尿中2.5-ヘキサンジオンの量 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 肺機能検査 努力肺活量（FVC） 聴力検査（オージオメーター） 4000Hz（右）

尿中代謝物量の検査 　尿中馬尿酸の量・クレアチニン補正を行った場合 眼底検査 眼底・網膜所見 　尿中2.5-ヘキサンジオンの量・クレアチニン補正を行った場合 作業環境実施年月 肺機能検査 ％VC 聴力検査（オージオメーター） 4000Hz（左）

尿中代謝物量の検査 　尿中馬尿酸の量の分布区分 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 　尿中2.5-ヘキサンジオンの量の分布区分 作業環境測定実施結果の評価 肺機能検査 1秒量（FEV1.0） 胸部X線検査 胸部X線直接撮影

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 肺機能検査 1秒率（FEV1.0％） 喀痰検査 結核菌塗抹検査

作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月 当該化学物質の使用頻度／日／週 肺拡散機能検査 酸素分圧（PaO2） 喀痰検査 結核菌培養検査

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 作業環境測定実施結果の評価 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 肺拡散機能検査 炭酸ガス分圧（PaCO2） 血圧測定 収縮期血圧（1回目）

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 当該化学物質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／時間／日 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 肺拡散機能検査 肺胞気・動脈酸素分圧較差（AaDo2) 血圧測定 拡張期血圧（1回目）

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の使用頻度／日／週 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質の使用頻度／日／週 局所排気装置の使用状況 喫煙習慣 喫煙習慣の有無 血圧測定 収縮期血圧（２回目）

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質を取り扱う作業工程の変更の有無 保護具の使用状況 喫煙習慣 　喫煙本数（本／日） 血圧測定 拡張期血圧（２回目）

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物質の取扱量・使用頻度の変更の有無 保護具の種類 喫煙習慣 　喫煙歴（年） 血圧測定 収縮期血圧（平均）

作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 喫煙習慣 　喫煙始期 血圧測定 拡張期血圧（平均）

作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 保護具の種類 保護具の使用状況 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 喫煙習慣 　喫煙終期 貧血検査 赤血球数（RBC）

作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 保護具の種類 その他特記事項 喀痰検査 痰の量 貧血検査 ヘモグロビン（Hb）

作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質への大量ばく露の有無 貧血検査 赤血球数（RBC） 喀痰検査 痰の性状 肝機能検査 AST

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 その他特記事項 当該化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 ヘモグロビン（Hb） 精密検査・結核菌検査 結核菌塗抹検査 肝機能検査 ALT

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 貧血検査 赤血球数（RBC） その他特記事項  ヘマトクリット（Ht） 精密検査・結核菌検査 結核菌培養検査 肝機能検査 γ-GT

貧血検査 赤血球数（RBC） ヘモグロビン（Hb） 貧血検査 赤血球数（RBC） MCV 精密検査・特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 血中脂質検査 HDL-C

貧血検査 ヘモグロビン（Hb） 　 ヘマトクリット（Ht） ヘモグロビン（Hb） MCH 精密検査・赤血球沈降速度検査 赤血球沈降速度検査 血中脂質検査 LDL-C

貧血検査 ヘマトクリット（Ht） MCV 　 ヘマトクリット（Ht） MCHC 精密検査・ツベルクリン反応検査 ツベルクリン反応検査 血中脂質検査 TG

貧血検査 MCV MCH MCV 肝機能検査 AST 特殊健康診断結果の判定 じん肺健康診断結果の判定 血糖値検査 空腹時血糖

貧血検査 MCH MCHC MCH ALT 血糖値検査 随時血糖

貧血検査 MCHC 肝機能検査 AST MCHC γ-GT 血糖値検査 ＨｂＡ１ｃ

肝機能検査 AST ALT 肝機能検査 AST 腎機能検査 ウロビリノーゲン 尿検査 尿蛋白

肝機能検査 ALT γ-GT ALT 腎機能検査 尿蛋白 尿検査 尿糖

肝機能検査 γ-GT 腎機能検査 ウロビリノーゲン γ-GT 腎機能検査 尿比重 心電図検査 心電図検査

腎機能検査 ウロビリノーゲン 腎機能検査 尿蛋白 腎機能検査 ウロビリノーゲン 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 総合判定 総合判定

腎機能検査 尿蛋白 腎機能検査 尿比重 腎機能検査 尿蛋白 腎機能検査 尿中クレアチニン

腎機能検査 尿比重 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 腎機能検査 尿比重 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN）

腎機能検査 クレアチニン（CRE） 腎機能検査 尿中クレアチニン 腎機能検査 クレアチニン（CRE） 腎機能検査 eＧＦＲ

腎機能検査 尿中クレアチニン 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 腎機能検査 尿中クレアチニン 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 腎機能検査 eＧＦＲ 腎機能検査 尿中窒素（BUN、UN） 神経学的検査 神経伸展検査の結果

腎機能検査 eＧＦＲ 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 腎機能検査 eＧＦＲ 神経学的検査 深部腱反射検査の結果

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 神経伸展検査の結果 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 知覚検査の結果

神経学的検査 神経伸展検査の結果 神経学的検査 深部腱反射検査の結果 神経学的検査 神経伸展検査の結果 神経学的検査 筋力検査の結果

神経学的検査 深部腱反射検査の結果 神経学的検査 知覚検査の結果 神経学的検査 深部腱反射検査の結果 神経学的検査 筋委縮検査の結果

神経学的検査 知覚検査の結果 神経学的検査 筋力検査の結果 神経学的検査 知覚検査の結果 神経学的検査 その他の神経学的検査

神経学的検査 筋力検査の結果 神経学的検査 筋委縮検査の結果 神経学的検査 筋力検査の結果 特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定

神経学的検査 筋委縮検査の結果 神経学的検査 その他の神経学的検査 神経学的検査 筋委縮検査の結果

神経学的検査 その他の神経学的検査 特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定 神経学的検査 その他の神経学的検査

特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 有機溶剤健康診断結果の判定

有機溶剤健康診断（別表第6号に掲げる物質） 有機溶剤健康診断（別表第7号に掲げる物質） 有機溶剤健康診断（別表第8号に掲げる物質） 有機溶剤健康診断（別表に掲げる物質以外の有機溶剤） じん肺健康診断 一般健康診断
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KMATver3.2_20211001.xlsx 法定健診別の項目一覧 2021/10/20

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ID 受診者属性情報 受診者ID 受診者属性情報 受診者ID 受診者属性情報 受診者ID 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

カナ氏名 カナ氏名 受診者属性情報 カナ氏名 カナ氏名 保険者番号 保険者番号

漢字氏名 漢字氏名 受診者属性情報 漢字氏名 漢字氏名 被保険者証記号 被保険者証記号

英字氏名 英字氏名 受診者属性情報 英字氏名 英字氏名 被保険者証番号 被保険者証番号

生年月日 生年月日 受診者属性情報 生年月日 生年月日 カナ氏名 カナ氏名

年齢 年齢 受診者属性情報 年齢 年齢 漢字氏名 漢字氏名

性別 性別 受診者属性情報 性別 性別 英字氏名 英字氏名

保険者番号 保険者番号 受診者属性情報 保険者番号 保険者番号 生年月日 生年月日

被保険者証等記号 被保険者証等記号 受診者属性情報 被保険者証等記号 被保険者証等記号 年齢 年齢

被保険者証等番号 被保険者証等番号 受診者属性情報 被保険者証等番号 被保険者証等番号 性別 性別

業務歴 業務の内容 業務の内容 業務の内容 検便 腸管出血性大腸菌Ｏ１５７ 空腹時血中脂質検査 T-CHO 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 検便 腸管出血性大腸菌Ｏ２６ HDL-C 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 検便 腸管出血性大腸菌Ｏ１１１ LDL-C 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

既往歴 健康障害の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 検便 赤痢菌 TG 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

既往歴 診断名 診断名 検便 サルモネラ属菌 （チフス菌、パラチフス菌Aを含む） 空腹時血中グルコースの量 空腹時血糖 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

既往歴 診断年月日 診断年月日 検便 虫卵検査 ヘモグロビンA!c ＨｂＡ１ｃ 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

既往歴 療養の経過 療養の経過 総合判定 総合判定 負荷心電図検査 負荷心電図検査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

自覚症状 自覚症状の有無 自覚症状 自覚症状の有無 胸部超音波検査 心臓超音波検査 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

自覚症状 自覚症状の内容 自覚症状の内容 頸部超音波検査 頸部超音波検査 保護具の使用状況 保護具の使用状況

他覚症状 他覚症状の有無 他覚症状 他覚症状の有無 微量アルブミン尿検査 尿中アルブミン・定量 保護具の種類 保護具の種類

他覚症状 他覚症状の内容 　 他覚症状の内容 尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

身体計測 身長 身体計測 身長 総合判定 総合判定 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

身体計測 体重 体重 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

身体計測 腹囲 腹囲 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

身体計測 ＢＭＩ ＢＭＩ 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

視力（6ｍ視力） 左眼（裸眼） 　 左眼（裸眼） 血中鉛の量の既往の検査結果 血中鉛の量 血中鉛の量の既往の検査結果 血中鉛の量

視力（7ｍ視力） 右眼（矯正） 右眼（矯正） 尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果 尿中デルタアミノレブリン酸の量 尿中デルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果 尿中デルタアミノレブリン酸の量

視力（8ｍ視力） 左眼（矯正） 左眼（矯正） 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

聴力検査（オージオメーター） 1000Hz（右） 聴力検査（オージオメーターによる検査） 1000Hz（右） 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

聴力検査（オージオメーター） 1000Hz（左） 1000Hz（左） 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

聴力検査（オージオメーター） 4000Hz（右） 4000Hz（右） 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

聴力検査（オージオメーター） 4000Hz（左） 4000Hz（左） 血中鉛の量 血中鉛の量 血中鉛の量 血中鉛の量

胸部X線検査 胸部X線直接撮影 胸部X線検査 胸部X線直接撮影 　血中鉛の量の分布区分 　血中鉛の量の分布区分

喀痰検査 結核菌塗抹検査 喀痰検査 結核菌塗抹検査 尿中デルタアミノレブリン酸の量 尿中デルタアミノレブリン酸の量 尿中デルタアミノレブリン酸の量 尿中デルタアミノレブリン酸の量

喀痰検査 結核菌培養検査 結核菌培養検査 　尿中デルタアミノレブリン酸の量の分布区分 　尿中デルタアミノレブリン酸の量の分布区分

血圧測定 収縮期血圧（1回目） 血圧測定 収縮期血圧（1回目） 医師判断・作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 医師判断・作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

血圧測定 拡張期血圧（1回目） 拡張期血圧（1回目） 医師判断・作業条件の調査 当該化学物等質の使用頻度／日／週 医師判断・作業条件の調査 当該化学物等質の使用頻度／日／週

血圧測定 収縮期血圧（２回目） 　 収縮期血圧（２回目） 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

血圧測定 拡張期血圧（２回目） 拡張期血圧（２回目） 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

血圧測定 収縮期血圧（平均） 　 収縮期血圧（平均） 医師判断・作業条件の調査 局所排気装置の使用状況 医師判断・作業条件の調査 局所排気装置の使用状況

血圧測定 拡張期血圧（平均） 拡張期血圧（平均） 医師判断・作業条件の調査 保護具の使用状況 医師判断・作業条件の調査 保護具の使用状況

貧血検査 赤血球数（RBC） 貧血検査 赤血球数（RBC） 医師判断・作業条件の調査 保護具の種類 医師判断・作業条件の調査 保護具の種類

貧血検査 ヘモグロビン（Hb） ヘモグロビン（Hb） 医師判断・作業条件の調査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 医師判断・作業条件の調査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

肝機能検査 AST 肝機能検査 AST 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 医師判断・作業条件の調査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

肝機能検査 ALT ALT 医師判断・作業条件の調査 その他特記事項 医師判断・作業条件の調査 その他特記事項

肝機能検査 γ-GT γ-GT 貧血検査 赤血球数（RBC） 貧血検査 赤血球数（RBC）

血中脂質検査 HDL-C 血中脂質検査 HDL-C 貧血検査 ヘモグロビン（Hb） 貧血検査 ヘモグロビン（Hb）

血中脂質検査 LDL-C LDL-C 貧血検査 赤血球中プロトポルフェリンの量 貧血検査 赤血球中プロトポルフェリンの量

血中脂質検査 TG TG 貧血検査 　赤血球中プロトポルフェリンの量の分布区分 貧血検査 　赤血球中プロトポルフェリンの量の分布区分

血糖値検査 空腹時血糖 血糖値検査 空腹時血糖 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

血糖値検査 随時血糖 随時血糖 神経学的検査 神経伸展検査の結果 神経学的検査 神経伸展検査の結果

血糖値検査 ＨｂＡ１ｃ ＨｂＡ１ｃ 神経学的検査 深部腱反射検査の結果 神経学的検査 深部腱反射検査の結果

尿検査 尿蛋白 尿検査 尿蛋白 神経学的検査 知覚検査の結果 神経学的検査 知覚検査の結果

尿検査 尿糖 尿糖 神経学的検査 筋力検査の結果 神経学的検査 筋力検査の結果

心電図検査 心電図検査 心電図検査 心電図検査 神経学的検査 筋委縮検査の結果 神経学的検査 筋委縮検査の結果

総合判定 特定業務従事者健診・判定 医師判断・腹部画像検査 腹部超音波検査 神経学的検査 その他の神経学的検査 神経学的検査 その他の神経学的検査

医師判断・腹部画像検査 胃部X線検査 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 特殊健康診断結果の判定 総合判定

医師判断・血中の尿酸の量 尿酸（UA) 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月

医師判断・B型肝炎ウイルス抗体検査 B型肝炎ウイルス抗体（HBs-Ag） 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価

医師判断・血液型（派遣時） ABO式 特殊健康診断結果の判定 総合判定

医師判断・血液型（派遣時） Rh式

医師判断・糞便塗抹検査（帰国時） 赤痢菌

医師判断・糞便塗抹検査（帰国時） サルモネラ属菌 （チフス菌、パラチフス菌Aを含む）

医師判断・糞便塗抹検査（帰国時） 虫卵検査

総合判定 総合判定

特定業務従事者・健康診断 海外派遣労働者健診 給食従業員健診 労災二次健診 鉛健康診断 四アルキル鉛健康診断
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KMATver3.2_20211001.xlsx 法定健診別の項目一覧 2021/10/20

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

既往歴 健康障害の既往歴の有無 被ばく歴の有無 被ばく歴の有無 自・他覚症状（特殊健診） 当該物質・作業等による自覚症状の有無 被ばく歴の有無 被ばく歴の有無 業務の経歴 業務の内容 業務歴 業務の内容

診断名 　累積外部被ばく線量 　自覚症状の内容 　累積外部被ばく線量 　 当該業務始期 　 　当該業務始期

診断年月日 　累積内部被ばく線量 当該物質・作業等による他覚症状の有無 　累積内部被ばく線量 　 当該業務従事年数 　 　当該業務従事年数

療養の経過 　眼の水晶体等価線量 　 　他覚症状の内容 　眼の水晶体等価線量 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無

業務の経歴 業務の内容 　皮膚の等価線量 白血球数 白血球数（WBC） 　皮膚の等価線量 　自覚症状の既往歴の内容 診断名

　 当該業務始期 作業の場所 作業の場所 血液像（白血球百分率） 　好中球(桿状核球） 作業の場所 作業の場所 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 診断年月日

　 当該業務従事年数 作業の経歴 作業の内容 　好中球(分葉核球） 作業の経歴 作業の内容 　他覚症状の既往歴の内容 療養の経過

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 　 　当該業務始期 　リンパ球 　 　当該業務始期 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状の検査 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　 　当該業務従事年数 　単球 　 　当該業務従事年数 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 　好酸球 既往歴 健康障害の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 診断名 　好塩基球 診断名 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

四肢運動機能検査 関節可動域検査・部位 診断年月日 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 診断年月日 胸部X線直接撮影 胸部X線直接撮影 聴力検査（オージオメータ） 250Hz（右）

関節可動域検査の結果 療養の経過 ヘモグロビン（Hb） 療養の経過 　（雇い入れ時、配置換え時は純音聴力） 250Hz（左）

その他の運動機能検査・検査方法 自・他覚症状（特殊健診） 当該物質・作業等による自覚症状の有無 ヘマトクリット（Ht） 自・他覚症状（特殊健診） 当該物質・作業等による自覚症状の有無 【医師が必要と認める場合】 500Hz（右）

その他の運動機能検査の結果 　自覚症状の内容 白内障検査 白内障検査 　自覚症状の内容 作業条件の簡易な調査（化学物質） 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 500Hz（左）

鼓膜の検査 鼓膜の検査 白血球数 白血球数（WBC） 　 細隙灯顕微鏡検査 白血球数 白血球数（WBC） 当該化学物質等の使用頻度／日／週 　（定期健診時は選別聴力） 1000Hz（右）

聴力検査（オージオメーター） 1000Hz（右） 血液像（白血球百分率） 　好中球(桿状核球） 皮膚の検査 皮膚所見 血液像（白血球百分率） 　好中球(桿状核球） 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 1000Hz（左）

1000Hz（左） 　好中球(分葉核球） 甲状腺検査 甲状腺検査・甲状腺刺激ホルモン検査（TSH） 　好中球(分葉核球） 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 2000Hz（右）

4000Hz（右） 　リンパ球 甲状腺検査・遊離トリヨードサイロニン検査（TS3) 　リンパ球 局所排気装置の使用状況 2000Hz（左）

4000Hz（左） 　単球 甲状腺検査・遊離サイロキシン検査（TS4) 　単球 保護具の使用状況 4000Hz（右）

血圧測定 収縮期血圧（1回目） 　好酸球 甲状腺検査・甲状腺超音波検査 　好酸球 保護具の種類 4000Hz（左）

拡張期血圧（1回目） 　好塩基球 胃がん検診 胃Ｘ線検査 　好塩基球 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 8000Hz（右）

　 収縮期血圧（２回目） 異型リンパ球 胃内視鏡検査 異型リンパ球 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 8000Hz（左）

拡張期血圧（２回目） 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 胃がん検診生検 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 聴力検査（オージオメーター） ３分法（右）

　 収縮期血圧（平均） ヘモグロビン（Hb） 肺がん検診 胸部Ｘ線直接撮影 ヘモグロビン（Hb） 喀痰検査 喀痰の細胞診 ３分法（左）

拡張期血圧（平均） ヘマトクリット（Ht） 胸部ＣＴ ヘマトクリット（Ht） 気管支鏡検査 　 ４分法（右）

尿検査 尿蛋白 白内障検査 白内障検査 大腸がん検診 便潜血検査・１回目 白内障検査 白内障検査 ４分法（左）

尿糖 　 細隙灯顕微鏡検査 便潜血検査・２回目 　 細隙灯顕微鏡検査 ６分法（右）

肺活量 肺活量（VC） 皮膚等の検査 皮膚所見 皮膚の検査 皮膚所見 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 ６分法（左）

医師が必要と認める場合 作業環境実施年月

作業条件の調査（高気圧作業） 高気圧作業時間／時間／日 特殊健康診断結果の判定 作業環境測定実施結果の評価

高気圧作業時間／日／週 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 特殊健康診断結果の判定 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業室の気積または気こう室の床面積及び気積 作業環境実施年月 作業環境実施年月

作業室または気こう室の温度 作業環境測定実施結果の評価 特殊健康診断結果の判定 作業環境測定実施結果の評価

気こう室における加圧の速度または潜行の速度

気こう室における減圧の速度または浮上の速度

再圧室を使用した救急処置を受けたことの有無 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

その他特記事項

肺機能検査 努力肺活量（FVC）

％VC

1秒量（FEV1.0）

1秒率（FEV1.0％）

％1秒率

心電図検査 　

胸部以外のX線直接撮影 部位

所見

特殊健康診断結果の判定 総合判定

高気圧作業健康診断 電離放射線健康診断 緊急作業従事者健康診断（電離則第56条の2） 除染作業電離放射線健康診断 石綿健康診断 騒音健康診断
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KMATver3.2_20211001.xlsx 法定健診別の項目一覧 2021/10/20

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

業務歴 業務の内容 業務歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

　 　当該業務始期 　当該業務始期 　当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 業務の経歴 業務の内容

　 　当該業務従事年数 　当該業務従事年数 　当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務始期

現病歴 治療中の病気の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 既往歴 健康障害の既往歴の有無 　 当該業務従事年数

　診断名 診断名 診断名 診断名 診断名 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

　診断年月日 診断年月日 診断年月日 診断年月日 診断年月日 当該化学物質等の使用頻度／日／週

既往歴 健康障害の既往歴の有無 療養の経過 療養の経過 療養の経過 療養の経過 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

診断名 自覚症状 自覚症状の有無（現在の作業に就いてから） 自・他覚症状（特殊健診） 眼精疲労を主とする視器に関する症状の有無 問診（自覚症状の有無） 当該物質・作業等による自覚症状の有無 遠見視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

診断年月日 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 左眼（裸眼） 局所排気装置の使用状況

療養の経過 脊柱の検査 脊柱の検査・姿勢異常の有無 上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状の有無 視診・触診 脊椎の変形の有無 右眼（矯正） 保護具の使用状況

循環系の自覚症状 循環系：白指，冷えなど （姿勢異常） 脊柱の検査姿勢異常・側彎、体軸の傾斜 　自覚症状の内容 　 脊柱の可動性の異常の有無 左眼（矯正） 保護具の種類

循環系理学検査（聴診・視触診、モーレイ、 検査の方法 脊柱の検査姿勢異常・腰部生理的前弯 ストレスに関する症状の有無 前屈：指床間距離 前眼部（角膜、水晶体）検査 前眼部・角膜所見 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

　　　　　　　　　　　アドソン、ライトテスト等） 所見の有無 脊柱の検査姿勢異常・その他 　自覚症状の内容 　 棘突起の圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）右 　（レーザー光線） 前眼部・水晶体所見 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

所見の内容 （脊柱の可動性及び疼痛） 脊柱の検査脊柱の可動性及び疼痛・前屈：指床間距離 遠見視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 棘突起の圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）左 網膜熱傷検査（赤外線・紫外線） 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

手指皮膚温検査 常温下皮膚温検査・右第１指 脊柱の検査脊柱の可動性及び疼痛・前屈時疼痛 左眼（裸眼） 　 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 白内障検査（赤外線・紫外線） 白内障検査 　自覚症状の既往歴の内容

　　　　　　　　　　　　　左第１指 脊柱の検査脊柱の可動性及び疼痛・後屈制限 右眼（矯正） 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 細隙灯顕微鏡検査 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

爪圧迫検査 常温下爪圧迫検査・右第１指 脊柱の検査脊柱の可動性及び疼痛・後屈時疼痛 左眼（矯正） 指の弾発現象、軋音の有無・右 皮膚等の検査 皮膚所見 　他覚症状の既往歴の内容

　　　　　　　　　　　　　左第１指 脊柱の検査脊柱の可動性及び疼痛・その他 近見視力（50ｃｍ） 右眼（裸眼） 指の弾発現象、軋音の有無・左 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

神経系の自覚症状 神経系：しびれ，痛み，感覚鈍麻など （筋緊張） 脊柱の検査筋緊張・傍脊柱筋緊張増加、硬結 左眼（裸眼） 頸、肩、背、手指等の圧痛、硬結、腫脹の有無 　自覚症状の内容

神経学的検査（視触診，痛覚，反射） 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 脊柱の検査筋緊張・その他 右眼（矯正） 腕神経叢の圧痛の有無 特殊健康診断結果の判定 当該物質・作業等による他覚症状の有無

深部腱反射検査の結果 脊柱機能検査 腹筋力テスト 左眼（矯正） 握力測定 利き手 　 　他覚症状の内容

知覚検査の結果 背筋力テスト 近見視力（30ｃｍ） 右眼（裸眼） 最大（瞬発）握力・右手 皮膚炎等の検査 皮膚所見

振動覚検査（AU02/125Hz)                     　　　右第２指 神経生理学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 左眼（裸眼） 最大（瞬発）握力・左手 尿潜血検査 尿潜血検査

　　　　　　　　　　　　　右第５指 神経伸展検査の結果 右眼（矯正） 視機能検査・遠見視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 【医師が必要と認める場合】

　　　　　　　　　　　　　左第２指 深部腱反射検査の結果 左眼（矯正） 左眼（裸眼） 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球

　　　　　　　　　　　　　左第５指 知覚検査の結果 屈折検査 屈折検査右眼 右眼（矯正） 尿沈渣・白血球

運動系の自覚症状 運動系：関節痛，筋力低下，脱力，巧緻性など 筋力検査の結果 屈折検査左眼 左眼（矯正） 尿沈渣・扁平上皮

運動系の理学所見 運動機能検査（検査方法） 筋委縮検査の結果 眼位検査 眼位検査右眼 尿沈渣・顆粒円柱

運動機能検査（検査結果） その他の神経学的検査 眼位検査左眼 尿沈渣・硝子円柱

　 関節可動域検査の結果 調節機能検査（近点距離） 調節機能検査（近点距離）右眼 特殊健康診断結果の判定 尿沈渣・上皮円柱

握力測定 利き手 【医師が必要と認める場合】 調節機能検査（近点距離）左眼 パパニコラ法による細胞診検査

 最大（瞬発）握力・右手 胸部以外のX線直接撮影 胸部以外のX線直接撮影部位 運動機能検査 関節可動域検査・部位

最大（瞬発）握力・左手 胸部以外のX線直接撮影所見 関節可動域検査の結果

【2次健診】 胸部以外の特殊なX線撮影（CT) 胸部以外の特殊なX線撮影（CT)部位 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

手指皮膚温検査（常温下） 右第１指 胸部以外の特殊なX線撮影（CT)所見 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 作業環境実施年月

右第２指 頭部以外のMRI検査 頭部以外のMRI検査部位 その他の運動機能検査・検査方法 作業環境測定実施結果の評価

右第３指 頭部以外のMRI検査所見 その他の運動機能検査の結果

右第４指 運動機能検査 運動機能検査（検査方法） 神経生理学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

右第５指 運動機能検査（検査結果） 神経伸展検査の結果 【第２次健診】

左第１指 深部腱反射検査の結果 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

左第２指 その他の神経学的検査 当該化学物等質の使用頻度／日／週

左第３指 特殊健康診断結果の判定 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

左第４指 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

左第５指 局所排気装置の使用状況

手指皮膚温検査・冷却負荷（１０℃１０分） 右手・左手の別 特殊健康診断結果の判定 保護具の使用状況

第１指 保護具の種類

第２指 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

第３指 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

第４指 その他特記事項

第５指 【医師が必要と認める場合】

爪圧迫検査（常温下） 右第１指 膀胱鏡検査 所見

右第２指 腹部超音波検査 所見

右第３指 尿路造影検査 所見

右第４指

右第５指

左第１指 特殊健康診断結果の判定

左第２指

左第３指

左第４指

左第５指

爪圧迫検査・冷却負荷（１０℃１０分） 第１指

第２指

第３指

第４指

第５指

脈波検査 所見の有無

所見の内容

神経系の理学所見 その他の神経学的検査

（チネルサイン、ファーレンテスト）

　 上肢・下肢深部腱反射

振動覚検査（AU02/125Hz) 右第１指

右第２指

右第３指

右第４指

右第５指

左第１指

左第２指

左第３指

左第４指

左第５指

温冷覚検査 右手

左手

その他の神経学的検査 神経伝道速度検査

モノフィラメント検査

運動機能検査 つまみ力・右

つまみ力・左

運動痛の有無

X線直接撮影 手指、肘・手関節等の所見の有無

所見の内容

心電図検査 所見の有無

所見の内容

特殊健康診断結果の判定

振動健康診断 腰痛健康診断 情報機器健康診断 上肢作業健康診断 レーザー光線・赤外線・紫外線健康診断 特定化学物質健康診断（ベンジジン）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚所見の有無の検査 皮膚所見 尿潜血検査 尿潜血検査

尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 【医師が必要と認める場合】

【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球

尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿沈渣・白血球

尿沈渣・白血球 尿沈渣・白血球 尿沈渣・白血球 尿沈渣・白血球 作業環境実施年月 尿沈渣・扁平上皮

尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・扁平上皮 作業環境測定実施結果の評価 尿沈渣・顆粒円柱

尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・硝子円柱

尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・上皮円柱

尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・上皮円柱 【第２次健診】 パパニコラ法による細胞診検査

パパニコラ法による細胞診検査 パパニコラ法による細胞診検査 パパニコラ法による細胞診検査 パパニコラ法による細胞診検査 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境実施年月

作業環境実施年月 作業環境実施年月 作業環境実施年月 作業環境実施年月 局所排気装置の使用状況 作業環境測定実施結果の評価

作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 保護具の使用状況

保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 【第２次健診】

【第２次健診】 【第２次健診】 【第２次健診】 【第２次健診】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 その他特記事項 当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物等質の使用頻度／日／週 血液学検査（赤血球系） 赤血球数（RBC） 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 ヘモグロビン（Hb） 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 ヘマトクリット（Ht） 局所排気装置の使用状況

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 MCV 保護具の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 MCH 保護具の種類

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 MCHC 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 血液学検査（白血球系） 白血球数（WBC） 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 肝機能検査 AST その他特記事項

その他特記事項 その他特記事項 その他特記事項 その他特記事項 ALT 【医師が必要と認める場合】

【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 γ-GT 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球

膀胱鏡検査 所見 膀胱鏡検査 所見 膀胱鏡検査 所見 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 尿沈渣・白血球

腹部超音波検査 所見 腹部超音波検査 所見 腹部超音波検査 所見 尿沈渣・白血球 尿沈渣・扁平上皮

尿路造影検査 所見 尿路造影検査 所見 尿路造影検査 所見 尿沈渣・扁平上皮 特殊健康診断結果の判定 尿沈渣・顆粒円柱

赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・硝子円柱

網状赤血球数（RET） 網状赤血球数（RET） 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・上皮円柱

ヘモグロビン（Hb） ヘモグロビン（Hb） 特殊健康診断結果の判定 尿沈渣・上皮円柱 パパニコラ法による細胞診検査

メトヘモグロビン メトヘモグロビン パパニコラ法による細胞診検査 腹部超音波検査 所見

ヘマトクリット（Ht） ヘマトクリット（Ht） 腹部超音波検査 所見 尿路造影検査 所見

MCV MCV 尿路造影検査 所見 赤血球系検査 赤血球数（RBC）

MCH MCH 赤血球系検査 赤血球数（RBC） ヘモグロビン（Hb）

MCHC MCHC ヘモグロビン（Hb） メトヘモグロビン

メトヘモグロビン ヘマトクリット（Ht）

ヘマトクリット（Ht） MCV

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 MCV MCH

MCH MCHC

MCHC 網状赤血球数（RET）

網状赤血球数（RET）

特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（アルファナフチルアミン）特定化学物質健康診断（ジクロルベンジジン）特定化学物質健康診断（ベータナフチルアミン）特定化学物質健康診断（ベータナフチルアミン） 特定化学物質健康診断（塩化ビフェニル） 特定化学物質健康診断（オルト-トリジン）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚所見の有無の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見

尿潜血検査 尿潜血検査 肺活量 肺活量（VC） 胸部X線直接撮影（３年以上従事者） 所見

【医師が必要と認める場合】 胸部X線直接撮影 所見 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

尿沈渣・白血球 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月

尿沈渣・扁平上皮 【第２次健診】 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価

尿沈渣・顆粒円柱 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境測定実施結果の評価

尿沈渣・硝子円柱 当該化学物等質の使用頻度／日／週 【第２次健診】

尿沈渣・上皮円柱 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】

パパニコラ法による細胞診検査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

局所排気装置の使用状況 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週

保護具の使用状況 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 保護具の種類 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業環境実施年月 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況

作業環境測定実施結果の評価 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 保護具の種類 保護具の使用状況

その他特記事項 保護具の使用状況 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の種類

胸部の理学的検査 所見 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

【第２次健診】 肺換気能検査 努力肺活量（FVC） 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 その他特記事項 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 ％VC 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 その他特記事項 コリンエステラーゼ活性値 コリンエステラーゼ活性値 その他特記事項

当該化学物等質の使用頻度／日／週 1秒量（FEV1.0） その他特記事項 末梢神経系神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 肝機能検査 AST 代謝物量の検査 血液中水銀量

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 1秒率（FEV1.0％） 【医師が必要と認める場合】 神経伸展検査の結果 ALT 尿中水銀量

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 ％1秒率 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 深部腱反射検査の結果 γ-GT 視野検査 視野狭窄の有無（右）

局所排気装置の使用状況 【医師が必要と認める場合】 その他の部位のX線直接撮影 部位 知覚検査の結果 視野狭窄の有無（左）

保護具の使用状況 肺拡散機能検査 酸素分圧（PaO2） （頭部） 所見 その他の神経学的検査 聴力検査 1000Hz（右）

保護具の種類 炭酸ガス分圧（PaCO2） 喀痰検査 喀痰の細胞診 特殊健康診断結果の判定 1000Hz（左）

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肺胞気・動脈酸素分圧較差（AaDo2) 気管支鏡検査 　 4000Hz（右）

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 心電図検査 　 血液学検査 赤血球数（RBC） 4000Hz（左）

その他特記事項 代謝物量検査 血液中ベリリウム量 ヘモグロビン（Hb） 特殊健康診断結果の判定 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

【医師が必要と認める場合】 尿中ベリリウム量 ヘマトクリット（Ht） 神経伸展検査の結果

膀胱鏡検査 膀胱鏡検査所見 皮膚貼付試験 皮膚貼付試験 MCV 深部腱反射検査の結果

腹部超音波検査 所見 ヘマトクリット値 Ht MCH 知覚検査の結果

尿路造影検査 尿路造影検査所見 MCHC 筋力検査の結果

　　 白血球数（WBC） 筋委縮検査の結果

特殊健康診断結果の判定 　白血球分画（百分率） 　リンパ球 その他の神経学的検査

特殊健康診断結果の判定 　単球

　好中球(桿状核球） 【医師が必要と認める場合】

　好中球(分葉核球） 神経学的検査 脳波検査

　好酸球 筋電図検査

　好塩基球

病理組織学的検査 リンパ腺の病理組織学的検査

皮膚の病理組織学的検査 特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（アクリルアミド）特定化学物質健康診断（ベンゾトリクロリド）特定化学物質健康診断（ベリリウム）特定化学物質健康診断（ジアニシジン） 特定化学物質健康診断（アクリロニトリル） 特定化学物質健康診断（アルキル水銀化合物）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号
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英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

血清インジウム量 血清インジウム量 代謝物量の測定 尿中マンデル酸量 皮膚炎等の検査 皮膚所見 腹部触診 肝、脾の腫大の有無の検査

血清シアル化糖鎖高原抗原量（KL-6） 血清シアル化糖鎖高原抗原量（KL-6） 肝機能検査 AST

胸部X線直接撮影（雇入、配置換え時） 所見 ALT 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

特殊な胸部X線検査（ＣＴ）（雇入、配置換え時） 所見 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 γ-GT 作業環境実施年月

作業環境実施年月 作業環境実施年月 胸部X線直接撮影（１０年以上従事者） 所見 作業環境測定実施結果の評価

作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 【第２次健診】

作業環境測定実施結果の評価 【第２次健診】 【第２次健診】 作業環境実施年月 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境測定実施結果の評価 当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

【第２次健診】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 【第２次健診】 局所排気装置の使用状況

当該化学物等質の使用頻度／日／週 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 保護具の使用状況

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 保護具の使用状況 保護具の使用状況 当該化学物等質の使用頻度／日／週 保護具の種類

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 保護具の種類 保護具の種類 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

局所排気装置の使用状況 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

保護具の使用状況 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 局所排気装置の使用状況 その他特記事項

保護具の種類 その他特記事項 その他特記事項 保護具の使用状況 胸部の理学的検査 所見

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 【医師が必要と認める場合】 骨髄性細胞 骨髄性細胞数 保護具の種類 胸部X線直接撮影 所見

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 【医師が必要と認める場合】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肺機能検査 肺活量（VC）

その他特記事項 神経伸展検査の結果 胸部X線直接撮影 所見 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 努力肺活量（FVC）

【医師が必要と認める場合】 深部腱反射検査の結果 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 その他特記事項 ％VC

胸部X線直接撮影 所見 知覚検査の結果 喀痰検査 喀痰の細胞診 血小板数（PLT） PLT 1秒量（FEV1.0）

特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 筋力検査の結果 気管支鏡検査 気管支鏡検査所見 γ-GT γ-GT 1秒率（FEV1.0％）

血液生化学検査 肺サーファクタントプロテイン（SP-D） 筋委縮検査の結果 腎機能検査 ウロビリノーゲン クンケル反応（ZTT) ZTT ％1秒率

赤血球数（RBC） その他の神経学的検査 尿蛋白 【医師が必要と認める場合】

ヘモグロビン（Hb） 尿比重 ジアノグリーン法（ICG）検査 ICG

ヘマトクリット（Ht） 肝機能検査 AST クレアチニン（CRE） 乳酸脱水素酵素（LDH)検査 LDH 特殊健康診断結果の判定

MCV ALT 尿素窒素（BUN、UN） 血清脂質検査 T-CHO

MCH γ-GT eＧＦＲ HDL-C

MCHC 腎機能検査 ウロビリノーゲン LDL-C

肺機能検査 肺活量（VC） 尿蛋白 TG

努力肺活量（FVC） 尿比重 特殊健康診断結果の判定 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

％VC クレアチニン（CRE） 腹部その他の検査 肝臓シンチグラム検査

1秒量（FEV1.0） 尿素窒素（BUN、UN） 　　 脾臓シンチグラム検査

1秒率（FEV1.0％） eＧＦＲ 中枢神経系神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

％1秒率 神経伸展検査の結果

喀痰検査 喀痰の細胞診 深部腱反射検査の結果

気管支鏡検査 所見 特殊健康診断結果の判定 筋力検査の結果

筋委縮検査の結果

その他の神経学的検査

特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（インジウム化合物） 特定化学物質健康診断（エチルベンゼン） 特定化学物質健康診断（エチレンイミン） 特定化学物質健康診断（塩化ビニル） 特定化学物質健康診断（塩素）
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当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 代謝物量の検査 血液中カドミウム量 鼻腔所見 鼻腔検査 肝機能検査 AST

【医師が必要と認める場合】 【医師が必要と認める場合】 尿中β2-ミクログロブリン量 ALT

尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 代謝物量測定 尿中オルト－トルイジン量 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 皮膚炎等の検査 皮膚所見 γ-GT

尿沈渣・白血球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 作業環境実施年月 　胸部X線撮影（４年以上従事者） 　胸部X線撮影（４年以上従事者）

尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・白血球 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・扁平上皮 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・顆粒円柱 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月

尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・硝子円柱 【第２次健診】 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定実施結果の評価

パパニコラ法による細胞診検査 尿沈渣・上皮円柱 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境実施年月

パパニコラ法による細胞診検査 当該化学物等質の使用頻度／日／週 【第２次健診】 作業環境測定実施結果の評価

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業環境実施年月 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 【第２次健診】 当該化学物等質の使用頻度／日／週

作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 保護具の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業環境実施年月 保護具の種類 局所排気装置の使用状況 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業環境測定実施結果の評価 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 局所排気装置の使用状況

【第２次健診】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の種類 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 保護具の使用状況

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 その他特記事項 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 局所排気装置の使用状況 保護具の種類

当該化学物等質の使用頻度／日／週 【第２次健診】 血液学検査（赤血球系） 赤血球数（RBC） 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の使用状況 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 ヘモグロビン（Hb） その他特記事項 保護具の種類 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 ヘマトクリット（Ht） 【医師が必要と認める場合】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 その他特記事項

局所排気装置の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 MCV 代謝物量測定 尿中カドミウム量 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 【医師が必要と認める場合】

保護具の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 MCH 尿中α1-ミクログロブリン量 その他特記事項 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

保護具の種類 局所排気装置の使用状況 MCHC 尿中N-アセチルグルコサミニターゼ量 【医師が必要と認める場合】 神経伸展検査の結果

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の使用状況 【医師が必要と認める場合】 腎機能検査 ウロビリノーゲン 胸部X線直接撮影 所見 深部腱反射検査の結果

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の種類 神経学的検査 脳波検査 尿蛋白 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 知覚検査の結果

その他特記事項 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肝機能検査 AST 尿比重 喀痰検査 喀痰の細胞診 筋力検査の結果

【医師が必要と認める場合】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 ALT クレアチニン（CRE） 気管支鏡検査 所見 筋委縮検査の結果

膀胱鏡検査 所見 その他特記事項 γ-GT 尿素窒素（BUN、UN） 病理組織学的検査 皮膚の病理組織学的検査 その他の神経学的検査

腹部超音波検査 所見 【医師が必要と認める場合】 代謝物量の測定 尿中フタル酸量 eＧＦＲ

尿路造影検査 所見 膀胱鏡検査 所見 胸部X線直接撮影 所見 肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL)

腹部超音波検査 所見 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 特殊健康診断結果の判定 直接ビリルリン（D-BIL）

尿路造影検査 所見 特殊健康診断結果の判定 喀痰検査 喀痰の細胞診 総たんぱく（TP）

特殊健康診断結果の判定 赤血球系検査 赤血球数（RBC） 肺機能検査 肺活量（VC） アルブミン（ALB）

ヘモグロビン（Hb） 努力肺活量（FVC） アルカリフォスファターゼ（ALP）

メトヘモグロビン ％VC コリンエステラーゼ（ChE）

ヘマトクリット（Ht） 1秒量（FEV1.0） 腎機能検査 ウロビリノーゲン

MCV 1秒率（FEV1.0％） 尿蛋白

MCH ％1秒率 尿比重

MCHC クレアチニン（CRE）

網状赤血球数（RET） 尿素窒素（BUN、UN）

特殊健康診断結果の判定 eＧＦＲ

特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（クロム酸）特定化学物質健康診断（オーラミン） 特定化学物質健康診断（オルト－トルイジン） 特定化学物質健康診断（オルト-フタロジニトリル） 特定化学物質健康診断（カドミウム） 特定化学物質健康診断（クロロホルム）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

胸部X線直接撮影 所見 肺機能検査 肺活量（VC） 皮膚所見の有無の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 【医師が必要と認める場合】

血圧測定 収縮期血圧（1回目） 胸部X線直接撮影（５年以上従事者） 所見 代謝物量の測定 尿中アンチモン量

拡張期血圧（1回目） 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 心電図検査 心電図検査

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 　 収縮期血圧（２回目） 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境実施年月 拡張期血圧（２回目） 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月

作業環境測定実施結果の評価 　 収縮期血圧（平均） 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価

拡張期血圧（平均） 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

【第２次健診】 作業環境実施年月

【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】 作業環境測定実施結果の評価

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業環境実施年月 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境測定実施結果の評価 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 【第２次健診】

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物等質の使用頻度／日／週

保護具の使用状況 【第２次健診】 保護具の種類 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

保護具の種類 作業条件の調査（化学物質） 当該化学物等の使用頻度／時間／日 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の使用状況 保護具の種類 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 局所排気装置の使用状況

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 その他特記事項 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の使用状況

その他特記事項 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 代謝物量検査 尿中コバルト量 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 その他特記事項 保護具の種類

【医師が必要と認める場合】 局所排気装置の使用状況 【医師が必要と認める場合】 その他特記事項 【医師が必要と認める場合】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 保護具の使用状況 胸部X線直接撮影 所見 【医師が必要と認めた場合】 病理組織学的検査 上気道の病理組織学的検査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

喀痰細胞診 喀痰細胞診 保護具の種類 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 胸部X線直接撮影 所見 耳鼻科学的検査 耳鼻科学的検査検査の方法 その他特記事項

気管支鏡検査 所見 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肺機能検査 肺活量（VC） 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 耳鼻科学的検査所見 【医師が必要と認める場合】

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 努力肺活量（FVC） 喀痰検査 喀痰の細胞診 胸部X線直接撮影 所見

その他特記事項 ％VC 気管支鏡検査 所見 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

特殊健康診断結果の判定 遠見視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 1秒量（FEV1.0） 病理組織学的検査 皮膚の病理組織学的検査 特殊健康診断結果の判定 喀痰検査 喀痰の細胞診

左眼（裸眼） 1秒率（FEV1.0％） 気管支鏡検査 所見

右眼（矯正） ％1秒率

左眼（矯正） 心電図検査 所見 特殊健康診断結果の判定

胸部の理学的検査 所見 皮膚貼付試験 皮膚貼付試験 特殊健康診断結果の判定

胸部X線直接撮影 所見

【医師が必要と認める場合】

肺機能検査 肺活量（VC） 特殊健康診断結果の判定

努力肺活量（FVC）

％VC

1秒量（FEV1.0）

1秒率（FEV1.0％）

％1秒率

血清コレステロール T-CHO

HDL-C

LDL-C

TG

代謝物等特別物質の測定 尿中バナジウム量

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（クロロメチルエーテル） 特定化学物質健康診断（五酸化バナジウム） 特定化学物質健康診断（コバルト） 特定化学物質健康診断（コールタール） 特定化学物質健康診断（酸化プロピレン） 特定化学物質健康診断（三酸化二アンチモン）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

その他特記事項 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

　自覚症状の既往歴の内容 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

　他覚症状の既往歴の内容 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

　自覚症状の内容 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

当該物質・作業等による他覚症状の有無 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

　 　他覚症状の内容 皮膚炎等の検査 皮膚所見 生化学検査 生化学検査 皮膚炎等の検査 皮膚所見 尿潜血検査 尿潜血検査 総ビリルビン T-BIL

生化学検査 総ビリルビン（T-BIL) 肝機能検査 肝機能検査 尿中代謝物量検査 尿中3.3-ジクロロ-4.4-ジアミノジフェニルメタン量 肝機能検査 AST

肝機能検査 AST 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 ALT

特殊健康診断結果の判定 ALT 尿沈渣・白血球 γ-GT

γ-GT 尿沈渣・扁平上皮 アルカリフォスファターゼ ALP

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿沈渣・顆粒円柱

作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿沈渣・硝子円柱

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月 尿沈渣・上皮円柱 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価 パパニコラ法による細胞診検査 作業環境実施年月

作業環境測定実施結果の評価 肝機能検査 AST 作業環境測定実施結果の評価

【第２次健診】 ALT

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】 γ-GT

【第２次健診】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 腎機能検査 ウロビリノーゲン 【第２次健診】

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 尿蛋白 作業条件の調査（化学物質） 当該化学物等の使用頻度／時間／日

当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 クレアチニン（CRE） 当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 クレアチニン・クリアランス（CCR） 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況 尿素窒素（BUN、UN） 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 保護具の種類 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の種類 保護具の使用状況

保護具の種類 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 その他特記事項 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業環境実施年月 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 【医師が必要と認める場合】 その他特記事項 作業環境測定実施結果の評価 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

その他特記事項 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 【医師が必要と認める場合】 その他特記事項

【医師が必要と認める場合】 神経伸展検査の結果 腹部超音波検査 所見 【医師が必要と認める場合】

腹部超音波検査 所見 深部腱反射検査の結果 腫瘍マーカー等 CA19-9 【第２次健診】 腹部超音波検査 所見

腫瘍マーカー等 CA19-9 知覚検査の結果 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 腫瘍マーカー等 CA19-9

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 筋力検査の結果 神経伸展検査の結果 当該化学物等質の使用頻度／日／週 赤血球系血液検査 赤血球数（RBC）

神経伸展検査の結果 筋委縮検査の結果 深部腱反射検査の結果 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 ヘモグロビン（Hb）

深部腱反射検査の結果 その他の神経学的検査 知覚検査の結果 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 ヘマトクリット（Ht）

知覚検査の結果 筋力検査の結果 局所排気装置の使用状況 MCV

筋力検査の結果 肝機能検査 総たんぱく（TP） 筋委縮検査の結果 保護具の使用状況 MCH

筋委縮検査の結果 アルブミン（ALB） その他の神経学的検査 保護具の種類 MCHC

その他の神経学的検査 アルカリフォスファターゼ（ALP） 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 血小板数（PLT

コリンエステラーゼ（ChE） 肝機能検査 総たんぱく（TP） 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 間接ビルビリン 間接ビルビリン

肝機能検査 総たんぱく（TP） 腎機能検査 ウロビリノーゲン アルブミン（ALB） その他特記事項

アルブミン（ALB） 尿蛋白 アルカリフォスファターゼ（ALP） 【医師が必要と認める場合】

アルカリフォスファターゼ（ALP） 尿比重 コリンエステラーゼ（ChE） 膀胱鏡検査 所見 特殊健康診断結果の判定

コリンエステラーゼ（ChE） クレアチニン（CRE） 腎機能検査 ウロビリノーゲン 腹部超音波検査 所見

腎機能検査 ウロビリノーゲン 尿素窒素（BUN、UN） 尿蛋白 尿路造影検査 所見

尿蛋白 eＧＦＲ 尿比重 胸部X線直接撮影 所見

尿比重 クレアチニン（CRE） 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

クレアチニン（CRE） 尿素窒素（BUN、UN） 喀痰検査 喀痰の細胞診

尿素窒素（BUN、UN） 特殊健康診断結果の判定 eＧＦＲ 気管支鏡検査 所見

eＧＦＲ

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（3・3-ジクロロ-4・4-ジアミノジフェニルメタン）特定化学物質健康診断（シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウム）特定化学物質健康診断（四塩化炭素） 特定化学物質健康診断（1・4-ジオキサン） 特定化学物質健康診断（１・２－ジクロロエタン） 特定化学物質健康診断（1・2-ジクロロプロパン）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

総ビリルビン T-BIL 血清コリンエステラーゼ活性値 血清コリンエステラーゼ活性値 皮膚炎等の検査 皮膚所見 尿検査 尿鮮血 代謝物等特別物質の測定 尿中マンデル酸＋フェニルグリオキシル酸の総量

肝機能検査 AST 　 尿蛋白 白血球数 白血球数（WBC）

ALT 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 　白血球分画（百分率） 　リンパ球

γ-GT 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 　単球

アルカリフォスファターゼ ALP 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 　好中球(桿状核球）

作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月 　好中球(分葉核球）

作業環境測定実施結果の評価 　好酸球

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 【第２次健診】 　好塩基球

作業環境実施年月 【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】 肝機能検査 AST

作業環境測定実施結果の評価 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】 ALT

当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 γ-GT

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週

【第２次健診】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

当該化学物等質の使用頻度／日／週 保護具の使用状況 保護具の種類 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況 作業環境実施年月

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の種類 保護具の使用状況 作業環境測定実施結果の評価

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の種類

局所排気装置の使用状況 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 その他特記事項 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

保護具の使用状況 その他特記事項 肝機能検査 AST その他特記事項 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 【第２次健診】

保護具の種類 赤血球コリンエステラーゼ活性値 赤血球コリンエステラーゼ活性値 ALT 【医師が必要と認める場合】 その他特記事項 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肝機能検査 AST γ-GT 運動機能検査 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 当該化学物等質の使用頻度／日／週

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 ALT 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 神経伸展検査の結果 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

その他特記事項 γ-GT その他の運動機能検査・検査方法 深部腱反射検査の結果 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

【医師が必要と認める場合】 白血球数（WBC） WBC 特殊健康診断結果の判定 その他の運動機能検査の結果 知覚検査の結果 局所排気装置の使用状況

腹部超音波検査 所見 白血球分画（百分率） 　リンパ球 視力検査（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 筋力検査の結果 保護具の使用状況

腫瘍マーカー等 CA19-9 　単球 左眼（裸眼） 筋委縮検査の結果 保護具の種類

カルボキシヘモグロビン ＨｂＣＯ 　好中球(桿状核球） 右眼（矯正） その他の神経学的検査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

呼気中一酸化炭素量 呼気中一酸化炭素量 　好中球(分葉核球） 左眼（矯正） 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

　好酸球 視野検査 視野狭窄の有無（右） 代謝物量検査 代謝物量検査 その他特記事項

　好塩基球 視野狭窄の有無（左） 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 【医師が必要と認める場合】

特殊健康診断結果の判定 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 視野欠損の有無（右） 尿沈渣・白血球 血液像の精密検査 　リンパ球

神経伸展検査の結果 視野欠損の有無（左） 尿沈渣・扁平上皮 　単球

深部腱反射検査の結果 神経学的検査 脳波検査 尿沈渣・顆粒円柱 　好中球(桿状核球）

知覚検査の結果 尿沈渣・硝子円柱 　好中球(分葉核球）

筋力検査の結果 尿沈渣・上皮円柱 　好酸球

筋委縮検査の結果 特殊健康診断結果の判定 　好塩基球

その他の神経学的検査 　異型リンパ球

特殊健康診断結果の判定 骨髄性細胞

血液学検査 赤血球数（RBC）

ヘモグロビン（Hb）

特殊健康診断結果の判定 ヘマトクリット（Ht）

MCV

MCH

MCHC

血小板数（PLT）

聴力検査 1000Hz（右）

1000Hz（左）

4000Hz（右）

4000Hz（左）

耳鼻科学的検査 検査の方法

所見

色覚検査 色覚検査所見

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

神経伸展検査の結果

深部腱反射検査の結果

知覚検査の結果

筋力検査の結果

筋委縮検査の結果

その他の神経学的検査

肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL)

直接ビリルリン（D-BIL）

C反応性蛋白（CRP）

アルカリフォスファターゼ（ALP

コリンエステラーゼ活性値

特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

胸部以外の特殊なX線撮影（CT) 部位

所見

頭部MRI検査 所見

頭部以外のMRI検査 部位

所見

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（水銀） 特定化学物質健康診断（スチレン）特定化学物質健康診断（ジクロロメタン） 特定化学物質健康診断（ジメチル-2・2-ジクロロビニルフォスヘイト） 特定化学物質健康診断（1・1-ジメチルヒドラジン） 特定化学物質健康診断（臭化メチル）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見 皮膚炎等の検査 皮膚所見

肝機能検査 AST 代謝物量検査 尿中トリクロル酢酸の量 代謝物量検査 尿中トリクロル酢酸の量 尿潜血検査 尿潜血検査

ALT 　尿中トリクロル酢酸の量・クレアチニン補正を行った場合 　尿中トリクロル酢酸の量・クレアチニン補正を行った場合

γ-GT 尿中総三塩化物の量 尿中総三塩化物の量 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

　尿中総三塩化物の量・クレアチニン補正を行った場合 　尿中総三塩化物の量・クレアチニン補正を行った場合 作業環境実施年月 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境実施年月

肝機能検査 AST 肝機能検査 AST 作業環境測定実施結果の評価 作業環境実施年月 作業環境測定実施結果の評価

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 ALT ALT 作業環境測定実施結果の評価

作業環境実施年月 γ-GT γ-GT

作業環境測定実施結果の評価 尿潜血検査 尿潜血検査 医師が必要と認める場合 【第２次健診】 【第２次健診】

尿潜血検査 尿潜血検査 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 【第２次健診】 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日

腹部超音波検査 腹部超音波検査所見 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物等質の使用頻度／日／週

【第２次健診】 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿路造影検査 尿路造影検査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物等質の使用頻度／日／週 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境実施年月 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業環境測定実施結果の評価 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 局所排気装置の使用状況

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 保護具の使用状況 局所排気装置の使用状況 保護具の使用状況

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境実施年月 保護具の種類 保護具の使用状況 保護具の種類

局所排気装置の使用状況 【第２次健診】 作業環境測定実施結果の評価 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 保護具の種類 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

保護具の使用状況 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

保護具の種類 当該化学物等質の使用頻度／日／週 その他特記事項 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 その他特記事項

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 【第２次健診】 胸部の理学的検査 所見 その他特記事項 医師が必要と認める場合

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 胸部X線直接撮影 所見 医師が必要と認める場合 代謝物等特別物質の測定 尿中ニッケル量

その他特記事項 局所排気装置の使用状況 当該化学物等質の使用頻度／日／週 肺機能検査 肺活量（VC） 尿検査 尿中ヘモグロビンの有無 胸部X線直接撮影 所見

【医師が必要と認める場合】 保護具の使用状況 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 努力肺活量（FVC） 代車物量測定 尿中1-ナフトール量 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

白血球数 白血球数（WBC） 保護具の種類 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 ％VC 尿中2-ナフトール量 喀痰検査 喀痰の細胞診

　白血球分画（百分率） 　リンパ球 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 局所排気装置の使用状況 1秒量（FEV1.0） 遠見視力（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 皮膚貼付試験 皮膚貼付試験

　単球 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 保護具の使用状況 1秒率（FEV1.0％） 左眼（裸眼） 病理組織学的検査 皮膚の病理組織学的検査

　好中球(桿状核球） その他特記事項 保護具の種類 医師が必要と認める場合 右眼（矯正） 血液免疫学的検査 ＲＡテスト

　好中球(分葉核球） 医師が必要と認める場合の検査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 肝機能検査 AST 左眼（矯正） 腎尿細管機能検査 腎尿細管機能検査所見

　好酸球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 ALT 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 耳鼻科学的検査 検査の方法

　好塩基球 尿沈渣・白血球 その他特記事項 γ-GT ヘモグロビン（Hb） 所見

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 尿沈渣・扁平上皮 医師が必要と認める場合の検査 腎機能検査 ウロビリノーゲン ヘマトクリット（Ht）

神経伸展検査の結果 尿沈渣・顆粒円柱 白血球数 白血球数（WBC） 尿蛋白 MCV

深部腱反射検査の結果 尿沈渣・硝子円柱 　白血球分画（百分率） 　リンパ球 尿比重 MCH 特殊健康診断結果の判定

知覚検査の結果 尿沈渣・上皮円柱 　単球 クレアチニン（CRE） MCHC

筋力検査の結果 パパニコラ法による細胞診検査 　好中球(桿状核球） 尿素窒素（BUN、UN） 生化学検査 総ビリルビン（T-BIL)

筋委縮検査の結果 膀胱鏡検査 所見 　好中球(分葉核球） eＧＦＲ 間接ビルビリン

その他の神経学的検査 腹部超音波検査 所見 　好酸球 アレルギー反応検査 皮膚アレルギー反応検査

尿路造影検査 所見 　好塩基球

血液学検査 赤血球数（RBC） 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 血液像の検査 　異型リンパ球 特殊健康診断結果の判定

ヘモグロビン（Hb） 神経伸展検査の結果 骨髄性細胞 特殊健康診断結果の判定

ヘマトクリット（Ht） 深部腱反射検査の結果 腫瘍マーカー等 CA19-9

MCV 知覚検査の結果 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

MCH 筋力検査の結果 神経伸展検査の結果

MCHC 筋委縮検査の結果 深部腱反射検査の結果

肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL) その他の神経学的検査 知覚検査の結果

直接ビリルリン（D-BIL） 筋力検査の結果

C反応性蛋白（CRP） 肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL 筋委縮検査の結果

アルカリフォスファターゼ（ALP 直接ビリルリン（D-BIL） その他の神経学的検査

コリンエステラーゼ活性値 C反応性蛋白（CRP）

アルカリフォスファターゼ（ALP） 肝機能検査 総ビリルビン（T-BIL)

コリンエステラーゼ活性値 直接ビリルリン（D-BIL）

特殊健康診断結果の判定 腎機能検査 ウロビリノーゲン C反応性蛋白（CRP）

尿蛋白 アルカリフォスファターゼ（ALP）

尿比重 コリンエステラーゼ活性値

クレアチニン（CRE） 腎機能検査 ウロビリノーゲン

尿素窒素（BUN、UN） 尿蛋白

eＧＦＲ 尿比重

クレアチニン（CRE）

尿素窒素（BUN、UN）

特殊健康診断結果の判定 eＧＦＲ

特殊な胸部X線撮影（CT） 所見

胸部以外の特殊なX線撮影（CT) 部位

所見

頭部MRI検査 頭部MRI検査・所見

頭部以外のMRI検査 頭部以外のMRI検査・部位

頭部以外のMRI検査・所見

特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（ニッケル化合物）特定化学物質健康診断（1・1・2・2-テトラクロロエタン） 特定化学物質健康診断（テトラクロロエチレン） 特定化学物質健康診断（トリクロロエチレン） 特定化学物質健康診断（トリレンジイソシアネート） 特定化学物質健康診断（ナフタレン）

©日本医学健康管理評価協議会 93/98



KMATver3.2_20211001.xlsx 法定健診別の項目一覧 2021/10/20

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 受診者属性情報 保険者番号 受診者属性情報 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 受診者属性情報 被保険者証記号 受診者属性情報 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 受診者属性情報 被保険者証番号 受診者属性情報 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 受診者属性情報 カナ氏名 受診者属性情報 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 受診者属性情報 漢字氏名 受診者属性情報 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 受診者属性情報 英字氏名 受診者属性情報 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 受診者属性情報 生年月日 受診者属性情報 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 受診者属性情報 年齢 受診者属性情報 年齢 年齢

性別 性別 性別 受診者属性情報 性別 受診者属性情報 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 業務の経歴 当該業務始期 業務の経歴 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 業務の経歴 当該業務従事年数 業務の経歴 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／日／週 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の簡易な調査 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 作業条件の簡易な調査 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類 作業条件の簡易な調査 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の簡易な調査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 自・他覚症状の既往歴 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 自・他覚症状の既往歴 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 自・他覚症状 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 自・他覚症状 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

胸部X線直接撮影 所見 血圧測定 血圧測定 皮膚炎等の検査 皮膚所見 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 鼻腔検査 鼻腔検査 皮膚炎等の検査 皮膚所見

尿潜血検査 尿潜血検査 作業環境実施年月 皮膚炎等の検査 皮膚炎等の検査 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

　 　 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 作業環境測定実施結果の評価 胸部X線直接撮影（５年以上従事者） 所見 作業環境実施年月

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿沈渣・白血球 作業環境測定情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定実施結果の評価

作業環境実施年月 　 　 尿沈渣・扁平上皮 作業環境測定情報 作業環境実施年月日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業環境測定実施結果の評価 尿沈渣・顆粒円柱 【第２次健診】 作業環境測定情報 作業環境測定実施結果 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週

血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系） 尿沈渣・硝子円柱 医師作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

尿沈渣・上皮円柱 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

【第２次健診】 パパニコラ法による細胞診検査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況

作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況

当該化学物等質の使用頻度／日／週 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 保護具の使用状況 作業条件の調査 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境実施年月 保護具の種類 作業条件の調査 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

局所排気装置の使用状況 作業環境測定実施結果の評価 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

保護具の使用状況 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 胸部の理学的検査 所見

保護具の種類 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 その他特記事項 作業条件の調査 その他特記事項 胸部X線直接撮影 所見

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業環境実施年月 【第２次健診】 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC） 胸部X線直接撮影 所見 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC）

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業環境測定実施結果の評価 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 ヘモグロビン（Hb） 特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 ヘモグロビン（Hb）

その他特記事項 当該化学物等質の使用頻度／日／週 メトヘモグロビン 代謝物量の測定 代謝物量の測定 メトヘモグロビン

肺機能検査 肺活量（VC） 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 ヘマトクリット（Ht） 肝機能検査 AST ヘマトクリット（Ht）

努力肺活量（FVC） 【第２次健診】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 MCV ALT MCV

％VC 作業条件の調査 当該化学物等の使用頻度／時間／日 局所排気装置の使用状況 MCH γ-GT MCH

1秒量（FEV1.0） 当該化学物等質の使用頻度／日／週 保護具の使用状況 MCHC 赤血球系の血液検査 赤血球数（RBC MCHC

1秒率（FEV1.0％） 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 保護具の種類 網状赤血球数（RET ヘモグロビン（Hb） 医師の判断・出血時間測定 出血時間測定

％1秒率 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 ハインツ小体形成の有無 メトヘモグロビン 医師の判断・長管骨Ｘ線直接撮影 長管骨Ｘ線部位

胸部の理学的検査 所見 局所排気装置の使用状況 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 尿検査 尿潜血検査 ヘマトクリット（Ht） 長管骨Ｘ線所見

医師が必要と認める場合 保護具の使用状況 その他特記事項 肝機能検査 AST MCV 医師の判断・代謝物量の測定 尿中フッ素量

代謝物量測定 血液中ニッケル量 保護具の種類 医師が必要と医認める場合 ALT MCH 医師の判断・血液検査 酸性ホスファターゼ量（ACP

尿中ニッケル量 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 膀胱鏡検査 所見 γ-GT MCHC 血液中カルシウム量

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 腹部超音波検査 所見 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 喀痰検査 喀痰の細胞診 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

その他特記事項 尿路造影検査 所見 神経伸展検査の結果 気管支鏡検査 所見

特殊健康診断結果の判定 代謝物量の測定 血液中ニトログリコール量 深部腱反射検査の結果 病理組織学的検査 皮膚の病理組織学的検査

尿中ニトログリコール量 知覚検査の結果

心電図検査 所見 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 筋力検査の結果

医師が必要と認める場合 筋委縮検査の結果 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

自律神経機能検査 自律神経機能検査検査方法 その他の神経学的検査

自律神経機能検査所見

肝機能検査 AST 医師が必要と認める場合

ALT 尿中アニリン量

γ-GT 尿中パラ－アミノフェノール量

循環機能検査 心臓超音波検査 血液中ニトロソアミン量

頸部超音波検査 血液中ヒドロキシアミン量

　 脈波検査 血液中アミノフェノール量

その他の循環機能検査 その他の循環機能検査検査の方法 血液中キノソイミン量

その他の循環機能検査所見

循環系理学検査 循環系理学検査検査の方法

　　　　　　　　　　　 循環系理学検査所見 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（ニッケルカルボニル） 特定化学物質健康診断（ニトログリコール） 特定化学物質健康診断（パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン） 特定化学物質健康診断（パラ-ニトロクロルベンゼン） 特定化学物質健康診断（砒素） 特定化学物質健康診断（フッ化水素）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

皮膚炎等の検査 皮膚所見 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）1 皮膚炎等の検査 皮膚所見 尿潜血検査 尿潜血検査 握力測定 利き手

胸部X線直接撮影 所見 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）2 血圧測定 収縮期血圧（1回目） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 最大（瞬発）握力・右手

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）3 拡張期血圧（1回目） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・白血球 最大（瞬発）握力・左手

作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）4 　 収縮期血圧（２回目） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・扁平上皮 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）5 拡張期血圧（２回目） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・顆粒円柱 作業環境実施年月

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）6 　 収縮期血圧（平均） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・硝子円柱 作業環境測定実施結果の評価

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 血液学検査（赤血球系） 血液学検査（赤血球系）7 拡張期血圧（平均） 医師の判断・尿沈渣鏡検査 尿沈渣・上皮円柱 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 白血球数 血液学検査（白血球系） 尿検査 尿糖 細胞診 パパニコラ法による細胞診検査 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業環境測定結果情報 作業環境実施年月 作業環境実施年月 作業環境実施年月 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況

作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況

作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

医師の判断・特殊な胸部X線撮影（CT） 所見 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

医師の判断・喀痰検査 喀痰の細胞診 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 胸部の理学的検査 胸部の理学的所見

医師の判断・気管支鏡検査 気管支鏡検査所見 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 胸部X線直接撮影 胸部X線所見

医師の判断・病理組織学的検査 皮膚の病理組織学的検査 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 神経学的検査 神経伸展検査の結果

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 神経学的検査 深部腱反射検査の結果

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　リンパ球 胸部の理学的検査 所見 医師の診断・膀胱鏡検査 医師の診断・膀胱鏡検所見 神経学的検査 知覚検査の結果

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　単球 胸部X線直接撮影 所見 医師の診断・腹部超音波検査 所見 神経学的検査 筋力検査の結果

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　好中球(桿状核球） 肝機能検査 AST 医師の診断・尿路造影検査 医師の診断・尿路造影検査所見 神経学的検査 筋委縮検査の結果

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　好中球(分葉核球） 肝機能検査 ALT 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 神経学的検査 その他の神経学的検査

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　好酸球 肝機能検査 γ-GT 医師の判断・代謝物量の測定 尿中マンガン量

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　好塩基球 白血球数 WBC 医師の判断・代謝物量の測定 血液中マンガン量

医師の判断・血液像（白血球百分率） 　異型リンパ球 医師の判断・代謝物量の測定 尿中ペンタクロルフェノール量 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

医師の判断・血液像（白血球百分率） 骨髄性細胞 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別）

神経学的検査 神経伸展検査の結果

神経学的検査 深部腱反射検査の結果

神経学的検査 知覚検査の結果

神経学的検査 筋力検査の結果

神経学的検査 筋委縮検査の結果

神経学的検査 その他の神経学的検査

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（ベータ-プロピオラクトン） 特定化学物質健康診断（ベンゼン等） 特定化学物質健康診断（ペンタクロルフェノール） 特定化学物質健康診断（マゼンタ） 特定化学物質健康診断（マンガン）
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健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 喫煙習慣 喫煙習慣1 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 自・他覚症状の既往歴 　自覚症状の既往歴の内容 喫煙習慣 喫煙習慣2 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 喫煙習慣 喫煙習慣3 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 自・他覚症状の既往歴 　他覚症状の既往歴の内容 喫煙習慣 喫煙習慣4 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 喫煙習慣 喫煙習慣5 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 自・他覚症状 　自覚症状の内容 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による他覚症状の有無 　自覚症状の既往歴の内容 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 自・他覚症状 　他覚症状の内容 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 　 　他覚症状の内容

代謝物量の測定 尿中メチルイソブチルケトン量 皮膚炎等の検査 皮膚所見 握力測定 利き手 　他覚症状の既往歴の内容 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 握力測定 最大（瞬発）握力・右手 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 作業環境実施年月

作業環境実施年月 作業環境実施年月 最大（瞬発）握力・左手 　自覚症状の内容 作業環境測定実施結果の評価

作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業環境実施年月 　 　他覚症状の内容 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業環境測定実施結果の評価 皮膚炎等の検査 皮膚所見 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 胸部X線直接撮影 所見 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況

作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業環境実施年月 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況

作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境測定実施結果の評価 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 胸部の理学的検査 胸部の理学所見

医師の判断・神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 医師の判断・視覚検査（5ｍ視力） 右眼（裸眼） 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 胸部X線直接撮影 胸部X線所見

医師の判断・神経学的検査 神経伸展検査の結果 医師の判断・視覚検査（5ｍ視力） 左眼（裸眼） 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

医師の判断・神経学的検査 深部腱反射検査の結果 医師の判断・視覚検査（5ｍ視力） 右眼（矯正） 胸部の理学的検査 所見 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

医師の判断・神経学的検査 知覚検査の結果 医師の判断・視覚検査（5ｍ視力） 左眼（矯正） 胸部X線直接撮影 所見 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

医師の判断・神経学的検査 筋力検査の結果 医師の判断・運動機能検査 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・右 神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

医師の判断・神経学的検査 筋委縮検査の結果 医師の判断・運動機能検査 指、手、腕の運動機能の異常、運動痛の有無・左 神経学的検査 神経伸展検査の結果 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

医師の判断・神経学的検査 その他の神経学的検査 医師の判断・運動機能検査 その他の運動機能検査・検査方法 神経学的検査 深部腱反射検査の結果 医師判断・特殊な胸部X線撮影（CT） 胸部X線所見

医師の判断・腎機能検査 ウロビリノーゲン 医師の判断・運動機能検査 その他の運動機能検査の結果 神経学的検査 知覚検査の結果 医師判断・肺機能検査 肺活量（VC）

医師の判断・腎機能検査 尿蛋白 医師の判断・神経学的検査 圧痛、叩打痛の有無（検査部位別） 神経学的検査 筋力検査の結果 医師判断・肺機能検査 努力肺活量（FVC）

医師の判断・腎機能検査 尿比重 医師の判断・神経学的検査 神経伸展検査の結果 神経学的検査 筋委縮検査の結果 医師判断・肺機能検査 ％VC

医師の判断・腎機能検査 クレアチニン（CRE） 医師の判断・神経学的検査 深部腱反射検査の結果 神経学的検査 その他の神経学的検査 医師判断・肺機能検査 1秒量（FEV1.0）

医師の判断・腎機能検査 尿素窒素（BUN、UN） 医師の判断・神経学的検査 知覚検査の結果 医師の判断・代謝物濃度の測定 尿中マンガン量 医師判断・肺機能検査 1秒率（FEV1.0％）

医師の判断・腎機能検査 eＧＦＲ 医師の判断・神経学的検査 筋力検査の結果 医師の判断・代謝物濃度の測定 血液中マンガン量 医師判断・肺機能検査 ％1秒率

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 医師の判断・神経学的検査 筋委縮検査の結果 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 生化学検査 血清シアル化糖鎖高原抗原量（KL-6）

医師の判断・神経学的検査 その他の神経学的検査 生化学検査 肺サーファクタントプロテイン（SP-D）

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 喀痰検査 喀痰の細胞診

気管支鏡検査 所見

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（メチルイソブチルケトン） 特定化学物質健康診断（沃化メチル） 特定化学物質健康診断（溶接ヒューム） 特定化学物質健康診断（リフラクトリーセラミックファイバー） 特定化学物質健康診断（硫化水素）
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法律別健診項目一覧

健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等 健診項目 検査内容等

健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日 健診履歴情報 健診年月日

受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ 受診者属性情報 受診者ＩＤ

保険者番号 保険者番号 保険者番号

被保険者証記号 被保険者証記号 被保険者証記号

被保険者証番号 被保険者証番号 被保険者証番号

カナ氏名 カナ氏名 カナ氏名

漢字氏名 漢字氏名 漢字氏名

英字氏名 英字氏名 英字氏名

生年月日 生年月日 生年月日

年齢 年齢 年齢

性別 性別 性別

取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等 取扱い化学物質等

業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容 業務の経歴 業務の内容

　 当該業務始期 　 当該業務始期 　 当該業務始期

　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数 　 当該業務従事年数

作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日 作業条件の簡易な調査 当該化学物質等の使用頻度／時間／日

当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週 当該化学物質等の使用頻度／日／週

当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況 局所排気装置の使用状況

保護具の使用状況 保護具の使用状況 保護具の使用状況

保護具の種類 保護具の種類 保護具の種類

事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 自・他覚症状の既往歴 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無

　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容 　自覚症状の既往歴の内容

当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無

　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容 　他覚症状の既往歴の内容

自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無 自・他覚症状 当該物質・作業等による自覚症状の有無

　自覚症状の内容 　自覚症状の内容 　自覚症状の内容

当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無 当該物質・作業等による他覚症状の有無

　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容 　 　他覚症状の内容

皮膚炎等の検査 皮膚所見 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査 尿潜血検査

尿検査 尿蛋白 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球 尿沈渣鏡検査 尿沈渣・赤血球

作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 尿沈渣・白血球 尿沈渣・白血球

作業環境実施年月 尿沈渣・扁平上皮 尿沈渣・扁平上皮

作業環境測定実施結果の評価 尿沈渣・顆粒円柱 尿沈渣・顆粒円柱

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 尿沈渣・硝子円柱 尿沈渣・硝子円柱

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 尿沈渣・上皮円柱 尿沈渣・上皮円柱

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 細胞診 パパニコラ法による細胞診検査 パパニコラ法による細胞診検査

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無 作業環境測定結果情報 作業環境測定実施の有無

作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業環境実施年月 作業環境実施年月

作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業環境測定実施結果の評価 作業環境測定実施結果の評価

作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等の使用頻度／時間／日

作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物等質の使用頻度／日／週

作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等を取り扱う作業工程の変更の有無

作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等の取扱量・使用頻度の変更の有無

胸部の理学的検査 所見 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 局所排気装置の使用状況

胸部X線直接撮影 所見 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況 作業条件の調査【2次検査】 保護具の使用状況

医師の判断・腎機能検査 ウロビリノーゲン 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類 作業条件の調査【2次検査】 保護具の種類

医師の判断・腎機能検査 尿蛋白 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無 作業条件の調査【2次検査】 事故・修理による当該化学物質等への大量ばく露の有無

医師の判断・腎機能検査 尿比重 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無 作業条件の調査【2次検査】 当該化学物質等が体に直接触れる作業の有無

医師の判断・腎機能検査 クレアチニン（CRE） 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項 作業条件の調査【2次検査】 その他特記事項

医師の判断・腎機能検査 尿素窒素（BUN、UN） 膀胱鏡検査 所見 医師判断・膀胱鏡検査 所見

医師の判断・腎機能検査 eＧＦＲ 腹部超音波検査 所見 医師判断・腹部超音波検査 所見

医師の判断・肺機能検査 肺活量（VC） 尿路造影検査 所見 医師判断・尿路造影検査 所見

医師の判断・肺機能検査 努力肺活量（FVC） 血液学検査 赤血球数（RBC） 医師判断・血液学検査 赤血球数（RBC）

医師の判断・肺機能検査 ％VC 血液学検査 メトヘモグロビン 医師判断・血液学検査 メトヘモグロビン

医師の判断・肺機能検査 1秒量（FEV1.0） 血液学検査 網状赤血球数（RET） 医師判断・血液学検査 網状赤血球数（RET）

医師の判断・肺機能検査 1秒率（FEV1.0％） 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

医師の判断・肺機能検査 ％1秒率

特殊健康診断結果の判定 特殊健康診断結果の判定

特定化学物質健康診断（4-ニトロジフェニル）特定化学物質健康診断（硫酸ジメチル） 特定化学物質健康診断（4-アミノジフェニル）
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特殊健診　個別調査内容 ver3.2　20211001

項番 個別調査項目 標準法定コード対応表 記載方法（以下42項目について項目は半角カンマ','で区切る。項目内は'|'で連結する。）
1 取扱い物質 510 特定化学物質コード表
2 業務の内容 500 業務名コード表 複数ある場合、'|'で区切って記入。コード不明の場合、簡便に記入。
3 当該業務始期 西暦で年月を記入。複数ある場合、業務歴の順番に対応して'|'で区切って記入。
4 当該業務従事年数 年単位で記入（月数については四捨五入）。複数ある場合、業務歴の順番に対応して'|'で区切って記入。
5 作業の場所 作業場所・施設の名称を記入。複数ある場合は'|'で区切って記入。
6 作業環境測定実施の有無 １．有、２．無
7 作業環境実施年月 西暦で記入
8 作業環境測定実施結果の評価 １～３の別を記入（１．第１管理区分、２．第２管理区分、３．第３管理区分）
9 当該物質・作業等による自覚症状の既往歴の有無 １．有、２．無

10 自覚症状の既往歴の内容 520　自覚症状コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
11 当該物質・作業等による他覚症状の既往歴の有無 １．有、２．無
12 他覚症状の既往歴の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
13 特殊・現病歴・治療中の病気の有無 １．有、２．無
14 特殊・現病歴・治療中の診断名 現病歴・治療中が「１．有」の場合記入。複数ある場合、'|'で区切って記入。
15 特殊・現病歴・治療中の診断年月日 西暦で記入
16 特殊・既往歴・健康障害の既往歴の有無 １．有、２．無
17 特殊・既往歴・健康障害の診断名 既往歴・健康障害が「１．有」の場合記入。複数ある場合、'|'で区切って記入。
18 特殊・既往歴・健康障害の診断年月日 西暦で記入。既往歴が複数ある場合、診断名の順番に対応して'|'で区切って記入。
19 特殊・既往歴・療養の経過 １．治癒（年月）、２．療養中。既往歴が複数ある場合には、診断名の順番に対応して'|'で区切って記入。
20 特殊・自覚症状の既往の有無 １．有、２．無
21 特殊・自覚症状の既往歴の内容 520　自覚症状コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
22 特殊・他覚症状の既往歴の有無 １．有、２．無
23 特殊・他覚症状の既往歴の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
24 特殊・自覚症状の有無 １．有、２．無
25 特殊・自覚症状の内容 520　自覚症状コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
26 特殊・他覚症状の有無 １．有、２．無
27 特殊・他覚症状の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
28 特殊・眼精疲労を主とする視器に関する症状の有無 １．有、２．無
29 特殊・自覚症状の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
30 特殊・上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状の有無 １．有、２．無
31 特殊・自覚症状の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
32 特殊・ストレスに関する症状の有無 １．有、２．無
33 特殊・自覚症状の内容 530　他覚所見コード表 複数ある場合は、コード番号を'|'で区切って記入。
34 作業条件の簡易な調査・化学物質の使用頻度／時間／日 時間／1日当たり
35 作業条件の簡易な調査・化学物質の使用頻度／日／週 日／週当たり
36 作業条件の簡易な調査・作業工程の変更の有無 １．有、２．無
37 作業条件の簡易な調査・取扱量・使用頻度の変更の有無 １．有、２．無
38 作業条件の簡易な調査・局所排気装置の使用状況 １．常時使用、２．時々使用、３．未設置
39 作業条件の簡易な調査・保護具の使用状況 １．常時使用、２．時々使用、３．未設置
40 作業条件の簡易な調査・保護具の種類 １．簡易防塵マスク、２．防塵マスク、３．エアラインマスク、４．防毒マスク、５．その他
41 作業条件の簡易な調査・事故・修理による化学物質への大量ばく露の有無 １．有、２．無、３．不知
42 作業条件の簡易な調査・化学物質が体の一部に直接触れる作業の有無 １．常時、２．時々、３．無、４．不知
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