
フィールド名称 フィールド名称(英名)
最大

文字数
最大
バイト

データ
形式

備考 取得元

1 種別 interactionType 半角 数字 ２ ２ 可変 ※１参照 CSV

2 送付元機関 senderId 半角 数字 １０ １０ 可変

送付元機関番号(以下のいずれかを値にとる)
・種別コードが「1」「6」の場合
特定健診機関番号・特定保健指導機関番号：半角
数字10桁
・種別コードが「2」「3」「11｣の場合
代行機関番号：半角数字8桁
・種別コードが「4」「5」「7」「8」「10」の場合
保険者番号：半角数字8桁
(8桁に満たない場合は先頭から0埋め)

CSV

3 送付先機関 receiverId 半角 数字 １０ １０ 可変

送付先機関番号
・種別コードが「2」「7」の場合
特定健診機関番号・特定保健指導機関番号：半角
数字10桁
・種別コードが「1」「4」「5」の場合
代行機関番号：半角数字8桁
・種別コードが「3」「6」「8」「11」の場合
保険者番号：半角数字8桁
(8桁に満たない場合は先頭から0埋め)
・種別コードが「10」の場合
出現しない

CSV

4 報告区分 code 半角 数字 ２ ２ 固定 10;特定健診情報 CSV

5 提出年月日 effectiveTime 半角 数字 ８ ８ 固定 書式(YYYYMMDD) CSV

6 健診情報整理番号１ patientRoleId1 半角 英数 ６４ ６４ 固定 CSV

7 健診情報整理番号２ patientRoleId2 半角 英数 ６４ ６４ 固定 CSV

8 保険者番号 patientRoleId 半角 数字 ８ ８ 固定 CSV

9 被保険者証等記号 patientRoleIdSign
全角
又は
半角

漢字又
は英数 ２０ ４０ 可変 CSV

10 被保険者証等番号 patientRoleIdNumber
全角
又は
半角

漢字又
は英数 ２０ ４０ 可変 CSV

11 住所 addr 全角 漢字 ４０ ８０ 可変 全角文字だけで郵便番号、空白を含めない CSV

12 郵便番号 postalCode 半角 英数 ８ ８ 固定 半角文字列###-####(#は0～9) CSV

13 氏名 name 全角
全角カタ
カナ ２０ ４０ 可変 CSV

14 男女区分 administrativeGenderCode 半角 数字 １ １ 固定 ※１参照 CSV

15 生年月日 birthTime 半角 数字 ８ ８ 固定 書式(YYYYMMDD) CSV

16 受診券整理番号 id 半角 数字 １１ １１ 固定 CSV

17 有効期限 timeHigh 半角 数字 ８ ８ 固定 書式(YYYYMMDD) CSV

18 健診実施年月日 serviceEventEffectiveTime 半角 数字 ８ ８ 固定 書式(YYYYMMDD) CSV

19 既住歴 medicalHistory 半角 数字 １ １ 固定 ※２参照 自動

20 具体的な既住歴 concreteMedicalHistory
全角
又は
半角

漢字
又は
英数

１２８ ２５６ 可変 CSV

21 高血圧 highBloodPressure 半角 数字 1 1 固定 ※２参照 CSV

22 糖尿病 diabetes 半角 数字 1 1 固定 ※２参照 CSV

23 高脂血症 hyperlipidaemia 半角 数字 1 1 固定 ※２参照 CSV

24 自覚症状 subjectiveSymptoms 半角 数字 1 1 固定 ※２参照 自動

25 自覚症状所見 subjectiveSymptomsView
全角
又は
半角

漢字
又は
英数

１２８ ２５６ 可変 CSV

26 他覚症状 objectiveSymptoms 半角 数字 1 1 固定 ※２参照 自動

27 他覚症状所見 objectiveSymptomsView
全角
又は
半角

漢字
又は
英数

１２８ ２５６ 可変 CSV

28 身長 stature 半角 数字 NNN.N 可変 CSV

29 体重 weight 半角 数字 NNN.N 可変 CSV

30 BMI bmi 半角 数字 NN.N 可変 体重/身長(m)/身長(m) 自動

31 腹囲 girthOfTheAbdomen 半角 数字 NNN.N 可変 CSV

32 収縮期 deflation 半角 数字 NNN 可変 収縮期血圧（１回目） CSV

33 拡張期 expansion 半角 数字 NNN 可変 拡張期血圧（１回目） CSV

34 HDLコレステロール hdlCholesterol 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

35 中性脂肪 neutralFat 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

36 LDLコレステロール ldlCholesterol 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

37 GOT(AST) got 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

血圧

身体計測

服薬歴

検
査
結
果

他覚症状

モードファイルの記録内容

特定健診の交換用情報

ヘッダ部の健診管理情報

受診者情報

受診券情報

脂質代謝

既住歴

自覚症状



38 GPT(ALT) gpt 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

39 γ-GTP gtp 半角 数字 NNNNN 可変 CSV

40 空腹時血糖 hungerBloodSugar 半角 数字 NNNN 可変 CSV

41 HbA1c hba1c 半角 数字 NN.N 可変 CSV

42 糖 urineSugar 半角 数字 N 固定 ※２参照 CSV

43 蛋白 protein 半角 数字 N 固定 ※２参照 CSV

44 喫煙暦 smokingHistory 半角 数字 N 固定 ※２参照 CSV

45 赤血球数 redBloodCell 半角 数字 NNNN 可変 CSV

46 血色素量 haemoglobin 半角 数字 NN.N 可変 CSV

47 ヘマトクリット値 hematokurito 半角 数字 NN.N 可変 CSV

48 心電図 心電図所見 electroCardiogramView
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

49 眼底 眼底所見 fundusOfTheEyeView
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

50 貧血検査 anemia
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

51 心電図 electroCardiogram
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

52 眼底 fundusOfTheEye
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

53 医師の所見 doctorView
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

54 医師の氏名 doctorName
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １２８ ２５６ 可変 CSV

55 メタボリックシンドローム判定 syndrome 半角 数字 Ｎ 固定 ※２参照 自動

56 保健指導レベル判定 healthGuidanceLevel 半角 数字 Ｎ 固定 ※２参照 自動

57 窓口負担コード(基本的な健診) chargeTypeBasic 半角 数字 １ １ 固定
※１参照
窓口負担コード「１」～「３」のみ使用

入力

58 窓口負担金額(基本的な健診) chargeTypeBasicAmount 半角 数字 ６ ６ 固定 入力

59 窓口負担率(基本的な健診) chargeTypeBasicRate 半角 数字 ６ ６ 固定 入力

60 窓口負担コード(詳細な健診) chargeTypeDetail 半角 数字 １ １ 固定
※１参照
窓口負担コード「１」～「３」のみ使用

入力

61 窓口負担金額(詳細な健診) chargeTypeDetailAmount 半角 数字 ６ ６ 固定 入力

62 窓口負担率(詳細な健診) chargeTypeDetailRate 半角 数字 ６ ６ 固定 入力

63 請求区分 claimType 半角 数字 １ 1 固定
※１参照
請求区分コード「１」「２」のみ使用

入力

64 委託料単価(個別健診・集団健診)区分 commissionType 半角 数字 １ １ 固定 ※１参照 入力

65 単価(基本的な健診) unitPriceBasicAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 入力

66 貧血検査の単価(詳細な健診) anemiaAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 ※１参照 入力

67 心電図検査の単価(詳細な健診) electroCardiogramAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 ※１参照 入力

68 眼底検査の単価(詳細な健診) fundusOfTheEyeAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 ※１参照 入力

69
窓口負担金額(基本的な健診項目に係
わる窓口負担金額)

paymentForBasicAmount 半角 数字 ６ ６ 固定

窓口負担コード(基本的な健診)により、以下の計算
で求める。
・1(受診者・利用者は負担無し)の場合
　000000(固定)
・2(受診者・利用者は定額負担)の場合
　窓口負担金額(基本的な健診)
・3(受診者・利用者は定率負担)の場合
　単価(基本的な健診)×窓口負担率(基本的な健
診)

自動

70
窓口負担金額(詳細な健診項目に係わ
る窓口負担金額)

paymentForDetailAmount 半角 数字 ６ ６ 固定

窓口負担コード(詳細な健診)により、以下の計算で
求める。
・1(受診者・利用者は負担無し)の場合
　000000(固定)
・2(受診者・利用者は定額負担)の場合
　窓口負担金額(詳細な健診)
・3(受診者・利用者は定率負担)の場合
　(
　貧血検査の単価(詳細な健診)
　＋心電図検査の単価(詳細な健診)
　＋眼底検査の単価(詳細な健診)
　)×窓口負担率(詳細な健診)

自動

71 単価(合計) unitAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 単価(基本的な健診)＋各単価(詳細な健診) 自動

72 窓口負担金額(合計) paymentAmount 半角 数字 ９ ９ 可変
窓口負担金額(基本的な健診項目に係わる窓口負
担金額)＋窓口負担金額(詳細な健診項目に係わる
窓口負担金額)

自動

73 請求金額 claimAmount 半角 数字 ９ ９ 可変 単価(合計)－窓口負担金額(合計) 自動

74 種別(代行機関) agencyInteractionType 半角 数字 ２ ２ 可変 ※１参照 入力

75 記録年月日(代行機関) agencyRecordDate 半角 数字 ８ ８ 固定 入力

76 返戻理由コード(代行機関) agencyReason 半角 数字 ２ ２ 固定 ※１参照 入力

決
済
情
報

詳細な検査を実施し
た理由

代行機関の処理結
果

受診券情報

決済情報

糖代謝

尿検査

貧血検査

医師

肝機能



77 返戻理由(詳細)(代行機関) agencyReasonText
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １００ ２００ 可変 入力

78 種別(保険者) insurerInteractionType 半角 数字 ２ ２ 可変 ※１参照 入力

79 記録年月日(保険者) insurerRecordDate 半角 数字 ８ ８ 固定 入力

80 過誤返戻理由コード(保険者) insurerReason 半角 数字 ２ ２ 固定 ※１参照 入力

81 過誤返戻理由(詳細)(保険者) insurerReasonText
全角
又は
半角

漢字又
は英数 １００ ２００ 可変 入力

82 送信済コード sendFinishCode 半角 数字 1 1 固定 0.未送信　1.送信済 自動

83 編集済コード editFinishCode 半角 数字 1 1 固定 0.未編集　1.編集済 自動

保険者の処理結果

※１．の詳細については【厚生労働省：医療制度改革に関する情報「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の付属資料７．医療保険者への送付用PDF】の別表１～１５を参照してください。

※２．の詳細については【健診データの電子的管理の整備に関するホームページ】確定仕様情報のOID表を参照してください。


