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1. XML形式サンプル 

1.1 基本_特定健診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_1_基本_特定健診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>0000139</識別番号> 

        <実施日>20021119</実施日> 

        <西暦年度>2002</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>00008</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <身体計測> 

        <身長>157.1</身長> 

        <体重>57.5</体重> 

        <標準体重>54.3</標準体重> 

        <BMI指数>23.1</BMI 指数> 

        <肥満度数>5.0</肥満度数> 

        <体脂肪>21.2</体脂肪> 

    </身体計測> 

    <視力色覚> 

        <右>0.6</右> 

        <左>0.9</左> 

        <矯正右>0.7</矯正右> 

        <矯正左>0.9</矯正左> 

        <色覚>0</色覚> 

    </視力色覚> 

    <血圧> 

        <収縮期>134</収縮期> 

        <拡張期>70</拡張期> 

    </血圧> 

    <検尿> 

        <尿糖>1</尿糖> 

        <尿蛋白>1</尿蛋白> 

        <尿潜血>1</尿潜血> 

        <ウロビリノーゲン>0</ウロビリノーゲン> 

        <生理中>0</生理中> 

        <尿沈査>1</尿沈査> 

    </検尿> 

    <脳障害> 

        <脳障害>0</脳障害> 

    </脳障害> 

    <心電図> 

        <所見有無>1</所見有無> 

        <所見コード>001</所見コード> 

        <所見>異常Ｑ波</所見> 

    </心電図> 

    <血液検査> 

        <食後時間>10</食後時間> 

        <血液判断>01</血液判断> 

        <白血球数>5500</白血球数> 

        <赤血球数>441</赤血球数> 

        <血色素量>14.4</血色素量> 

        <ヘマトクリット>42.6</ヘマトクリット> 

        <血小板数>15.5</血小板数> 

        <血清鉄>61</血清鉄> 
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        <MCV>84.5</MCV> 

        <MCH>29.3</MCH> 

        <MCHC>33.4</MCHC> 

        <LDLC>84</LDLC> 

        <アミラーゼ>60</アミラーゼ> 

        <コリンエストラーゼ>245</コリンエストラーゼ> 

        <LDH>131</LDH> 

        <non-HDLC>100</non-HDLC> 

        <アルブミン>4.2</アルブミン> 

        <AG比>1.2</AG 比> 

        <TBIL>2</TBIL> 

        <ZTT>6</ZTT> 

        <ALP>156</ALP> 

        <GOT>33</GOT> 

        <GPT>29</GPT> 

        <総蛋白>7.8</総蛋白> 

        <GGTP>136</GGTP> 

        <総コレステロール>233</総コレステロール> 

        <中性脂肪>105</中性脂肪> 

        <HDLC>58</HDLC> 

        <動脈硬化指数>3</動脈硬化指数> 

        <尿素窒素>16.5</尿素窒素> 

        <尿酸>5.9</尿酸> 

        <クレアチニン>0.71</クレアチニン> 

        <eGFR>61</eGFR> 

        <CRP>0</CRP> 

        <RA>0</RA> 

        <ASO>155</ASO> 

        <赤沈 1時間>3</赤沈 1時間> 

        <赤沈 2時間>6</赤沈 2時間> 

        <血糖値>92</血糖値> 

        <HbA1c検査区分>1</HbA1c 検査区分> 

        <HbA1c>4.5</HbA1c> 

        <STS>0</STS> 

        <TPHA>0</TPHA> 

        <HBS抗原>0</HBS抗原> 

        <HBS抗体>0</HBS抗体> 

        <HCV抗体>0</HCV抗体> 

        <TTT>5.1</TTT> 

        <Bリポ蛋白>180</B リポ蛋白> 

        <Na>135</Na> 

        <K>3.6</K> 

        <Cl>98</Cl> 

    </血液検査> 

    <聴力> 

        <右 1KHZ>0</右 1KHZ> 

        <左 1KHZ>0</左 1KHZ> 

        <右 4KHZ>0</右 4KHZ> 

        <左 4KHZ>0</左 4KHZ> 

        <右既往>0</右既往> 

        <左既往>0</左既往> 

        <会話法>0</会話法> 

    </聴力> 

    <内診> 

        <診察結果>3</診察結果> 

        <所見コード>03</所見コード> 

        <所見>結膜の貧血様所見あり</所見> 

        <現症>01</現症> 

    </内診> 

    <眼底> 

        <所見>001</所見> 
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        <右 H>0</右 H> 

        <右 S>0</右 S> 

        <右出血>0</右出血> 

        <右白斑>0</右白斑> 

        <右判定不能>0</右判定不能> 

        <左 H>0</左 H> 

        <左 S>0</左 S> 

        <左出血>0</左出血> 

        <左白斑>0</左白斑> 

        <左判定不能>0</左判定不能> 

        <右 KW>2</右 KW> 

        <左 KW>3</左 KW> 

        <眼科受診>0</眼科受診> 

    </眼底> 

    <腹部超音波検査> 

        <所見>01</所見> 

    </腹部超音波検査> 

    <検査項目判定> 

        <血圧>O</血圧> 

        <検尿>O</検尿> 

        <視力>O</視力> 

        <聴力>O</聴力> 

        <眼底>O</眼底> 

        <心電図>O</心電図> 

        <内診>O</内診> 

        <貧血>O</貧血> 

        <肝機能>C</肝機能> 

        <腎機能>O</腎機能> 

        <脂質>B</脂質> 

        <代謝系>O</代謝系> 

        <ウイルス等>O</ウイルス等> 

        <炎症性>O</炎症性> 

        <その他血液>O</その他血液> 

        <腹部超音波>O</腹部超音波> 

        <尿酸>O</尿酸> 

        <肥満とやせ>O</肥満とやせ> 

        <肥満度>O</肥満度> 

        <血糖>O</血糖> 

        <HbA1c>O</HbA1c> 

        <尿糖>O</尿糖> 

        <歯>O</歯> 

        <その他 1>O</その他 1> 

        <その他 2>O</その他 2> 

        <特定健診>O</特定健診> 

        <総合判定>C</総合判定> 

        <受療状況>2</受療状況> 

    </検査項目判定> 

    <特定健診項目> 

        <腹囲>102.3</腹囲> 

        <腹囲測定方法>1</腹囲測定方法> 

        <メタボリックシンドローム判定>2</メタボリックシンドローム判定> 

        <保健指導レベル>2</保健指導レベル> 

    </特定健診項目> 

    <問診項目> 

        <設問>喫煙習慣がありますか</設問> 

        <回答>1</回答> 

    </問診項目> 

    <医師の診断>現時点での異常は認められない。</医師の診断> 

    <医療機関番号>0600000050</医療機関番号> 

    <医療機関名>公立健康病院</医療機関名> 

    <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 
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</_16_健康管理_1_基本_特定健診結果ファイル> 

 

1.2 胃がん検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_2_胃がん検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <がん検診情報> 

        <がん検診種類コード>001</がん検診種類コード> 

        <がん検診種類名>胃部エックス線検査</がん検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

        <生検の有無>1</生検の有無> 

        <生検の要再生検>1</生検の要再生検> 

        <加入保険種別>1</加入保険種別> 

    </がん検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

        <がん巣区分>1</がん巣区分> 

        <確診情報> 

            <確診>粘膜内がん</確診> 

        </確診情報> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_2_胃がん検診結果ファイル> 

 

1.3 大腸がん検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_3_大腸がん検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <がん検診情報> 

        <がん検診種類コード>002</がん検診種類コード> 

        <がん検診種類名>大腸がん検診</がん検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 
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        <加入保険種別>1</加入保険種別> 

    </がん検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

        <がん巣区分>1</がん巣区分> 

        <確診情報> 

            <確診>粘膜内がん</確診> 

        </確診情報> 

        <がん以外の病名>大腸腺腫</がん以外の病名> 

        <大腸腺腫の大きさ>1</大腸腺腫の大きさ> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_3_大腸がん検診結果ファイル> 

 

1.4 肺がん検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_4_肺がん検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <がん検診情報> 

        <がん検診種類コード>003</がん検診種類コード> 

        <がん検診種類名>肺がん検診</がん検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

        <加入保険種別>1</加入保険種別> 

    </がん検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

        <がん巣区分>1</がん巣区分> 

        <確診情報> 

            <確診>肺腺がん</確診> 

        </確診情報> 

        <喀痰容器配布年月日>20080105</喀痰容器配布年月日> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_4_肺がん検診結果ファイル> 

 

1.5 子宮頚部がん検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_5_子宮頚部がん検診結果ファイル> 
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    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <がん検診情報> 

        <がん検診種類コード>004</がん検診種類コード> 

        <がん検診種類名>子宮頚部がん検診</がん検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <ベセスダシステム扁平上皮>011</ベセスダシステム扁平上皮> 

        <ベセスダシステム腺系他>061</ベセスダシステム腺系他> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

        <加入保険種別>1</加入保険種別> 

    </がん検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

        <がん巣区分>1</がん巣区分> 

        <確診情報> 

            <確診>上皮内がん</確診> 

        </確診情報> 

        <臨床進行期分類>1</臨床進行期分類> 

        <異形成等情報> 

            <異形成>ＣＩＮ１</異形成> 

        </異形成等情報> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_5_子宮頚部がん検診結果ファイル> 

 

1.6 乳がん検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_6_乳がん検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <がん検診情報> 

        <がん検診種類コード>005</がん検診種類コード> 

        <がん検診種類名>乳がん検診</がん検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

        <X線読影不能理由>N-1</X線読影不能理由> 

        <加入保険種別>1</加入保険種別> 

    </がん検診情報> 

    <精密検査結果情報> 
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        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

        <がん巣区分>1</がん巣区分> 

        <確診情報> 

            <確診>局所進行乳がん</確診> 

        </確診情報> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_6_乳がん検診結果ファイル> 

 

1.7 骨粗しょう症検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_7_骨粗しょう症検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <検診情報> 

        <検診種類コード>006</検診種類コード> 

        <検診種類名>骨粗しょう症検診</検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

    </検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_7_骨粗しょう症検診結果ファイル> 

 

1.8 肝炎ウイルス検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_8_肝炎ウイルス検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <検診情報> 

        <検診種類コード>007</検診種類コード> 

        <検診種類名>肝炎ウィルス検査</検診種類名> 
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        <検診回数>1</検診回数> 

        <B型肝炎判定>001</B 型肝炎判定> 

        <B型肝炎判定名称>異常なし</B型肝炎判定名称> 

        <C型肝炎判定>001</C 型肝炎判定> 

        <C型肝炎判定名称>異常なし</C型肝炎判定名称> 

    </検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_8_肝炎ウイルス検診結果ファイル> 

 

1.9 歯科検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_9_歯科検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <検診情報> 

        <検診種類コード>008</検診種類コード> 

        <検診種類名>歯周疾患</検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

    </検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_9_歯科検診結果ファイル> 

 

1.10 その他検診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_10_その他検診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <検診情報> 
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        <検診種類コード>009</検診種類コード> 

        <検診種類名>前立腺がん検診</検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

    </検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

        <深達度>1</深達度> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_10_その他検診結果ファイル> 

 

1.11 精検結果_がん検診以外ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_11_精検結果_がん検診以外ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20070630</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>1234</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <精密検査該当情報> 

        <検査区分>1</検査区分> 

        <検査名>内診</検査名> 

    </精密検査該当情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20070715</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <検査内容>血液検査、腹部著音波検査、ＣＴ</検査内容> 

        <診断内容>異常所見を認めず</診断内容> 

        <指示事項>01</指示事項> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_11_精検結果_がん検診以外ファイル> 

 

1.12 国保資格ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_12_国保資格ファイル> 

    <国保資格情報> 

        <西暦年度>2018</西暦年度> 

        <基準年月日>20190331</基準年月日> 

        <識別番号>1234567890</識別番号> 

    </国保資格情報> 

</_16_健康管理_12_国保資格ファイル> 
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1.13 妊娠届出情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_13_妊娠届出情報ファイル> 

    <妊娠届出者情報> 

        <届出番号>1</届出番号> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <未届該当>0</未届該当> 

        <妊婦届出日>20060421</妊婦届出日> 

        <出産予定日>20061123</出産予定日> 

        <届出時妊娠週数>8</届出時妊娠週数> 

        <医療機関番号>0600000050</医療機関番号> 

        <医療機関名>公立健康病院</医療機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <職業勤務先名>無職</職業勤務先名> 

    </妊娠届出者情報> 

</_16_健康管理_13_妊娠届出情報ファイル> 

 

1.14 妊娠届出アンケートファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_14_妊娠届出アンケートファイル> 

    <妊娠届出アンケート> 

        <届出番号>1</届出番号> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <面接日>20180401</面接日> 

        <アンケート> 

            <アンケート設問>配偶者有無</アンケート設問> 

            <アンケート回答>あり</アンケート回答> 

        </アンケート> 

    </妊娠届出アンケート> 

</_16_健康管理_14_妊娠届出アンケートファイル> 

 

1.15 母子健康手帳交付情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_15_母子健康手帳交付情報ファイル> 

    <母子健康手帳交付者情報> 

        <届出番号>1</届出番号> 

        <連番>1</連番> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

    </母子健康手帳交付者情報> 

    <母子健康手帳交付情報> 

        <母子健康手帳交付日>20060421</母子健康手帳交付日> 

        <母子健康手帳交付番号>001</母子健康手帳交付番号> 

        <母子健康手帳再発行日>20060501</母子健康手帳再発行日> 

        <母子健康手帳再交付理由>01</母子健康手帳再交付理由> 

        <母子健康手帳交付取消理由>09</母子健康手帳交付取消理由> 

        <他市町村交付>0</他市町村交付> 

        <出産後発行理由>01</出産後発行理由> 

    </母子健康手帳交付情報> 

    <妊娠中の経過> 

        <妊娠高血圧症候群>0</妊娠高血圧症候群> 

        <尿蛋白>0</尿蛋白> 

        <尿糖>0</尿糖> 

        <高血圧や浮腫>0</高血圧や浮腫> 

        <貧血>0</貧血> 



16_健康管理 

11 

        <糖尿病>0</糖尿病> 

        <子宮頸がん検診結果>1</子宮頸がん検診結果> 

    </妊娠中の経過> 

    <出産分娩情報> 

        <把握日>20200615</把握日> 

        <出産医療機関番号>0600000050</出産医療機関番号> 

        <出産医療機関名>公立健康病院</出産医療機関名> 

        <医師助産師名>健康 雄子</医師助産師名> 

        <娩出日時>202006011508</娩出日時> 

        <分娩経過>1</分娩経過> 

        <分娩方法>2</分娩方法> 

        <分娩所要時間>48</分娩所要時間> 

        <出血量区分>1</出血量区分> 

        <出血量>200</出血量> 

        <輸血の有無>1</輸血の有無> 

        <在胎週数>41</在胎週数> 

        <児の性別>1</児の性別> 

        <出生児数>1</出生児数> 

        <出産時特記事項>問題なし</出産時特記事項> 

        <新生児期特記事項>問題なし</新生児期特記事項> 

        <体重>2900</体重> 

        <身長>49.0</身長> 

        <頭囲>33.0</頭囲> 

        <胸囲>32.0</胸囲> 

        <栄養方法>1</栄養方法> 

        <先天性代謝異常等検査結果>1</先天性代謝異常等検査結果> 

    </出産分娩情報> 

</_16_健康管理_15_母子健康手帳交付情報ファイル> 

 

1.16 妊婦健診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_16_妊婦健診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <届出番号>1</届出番号> 

        <妊産婦区分/> 

        <回数>5</回数> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20060821</実施日> 

        <健診機関番号>0600000050</健診機関番号> 

        <健診機関名>公立健康病院</健診機関名> 

        <健診判定>01</健診判定> 

    </受診者情報> 

    <身体計測> 

        <身長>154.2</身長> 

        <体重>54.6</体重> 

        <体重_妊娠前>52.1</体重_妊娠前> 

    </身体計測> 

    <血圧> 

        <収縮期>134</収縮期> 

        <拡張期>70</拡張期> 

    </血圧> 

    <検尿> 

        <尿糖>1</尿糖> 

        <尿蛋白>1</尿蛋白> 

        <ケトン体>1</ケトン体> 

    </検尿> 

    <血液検査> 

        <血液判断>01</血液判断> 

        <ABO型>A</ABO型> 
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        <RH型>-</RH型> 

        <不規則抗体>0</不規則抗体> 

        <B型肝炎抗体>1</B 型肝炎抗体> 

        <C型肝炎抗体>1</C 型肝炎抗体> 

        <HBS抗原>1</HBS抗原> 

        <TPHA>1</TPHA> 

        <STS>1</STS> 

        <風疹抗体>1</風疹抗体> 

        <HIV抗体>1</HIV抗体> 

        <HTLV抗体>1</HTLV 抗体> 

        <血色素量>14.4</血色素量> 

        <血小板数>15.5</血小板数> 

        <血糖値>142</血糖値> 

        <GBS>1</GBS> 

    </血液検査> 

    <診察> 

        <クラミジア>1</クラミジア> 

        <浮腫>1</浮腫> 

    </診察> 

    <超音波検査> 

        <超音波所見コード>1</超音波所見コード> 

        <超音波所見>前置胎盤</超音波所見> 

    </超音波検査> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <所見>妊娠糖尿病</所見> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_16_妊婦健診結果ファイル> 

 

1.17 妊婦歯科健診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_17_妊婦歯科健診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <実施方式>01</実施方式> 

        <検診機関番号>0620700047</検診機関番号> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <受診番号>04801</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <検診情報> 

        <検診種類コード>008</検診種類コード> 

        <検診種類名>歯周疾患</検診種類名> 

        <検診回数>1</検診回数> 

        <判定>001</判定> 

        <判定名称>異常なし</判定名称> 

        <要治療のむし歯有無>1</要治療のむし歯有無> 

        <要治療のむし歯本数>0</要治療のむし歯本数> 

        <歯石>1</歯石> 

        <歯肉の炎症>1</歯肉の炎症> 

    </検診情報> 

    <精密検査結果情報> 

        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 
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        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <判定>04</判定> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_17_妊婦歯科健診結果ファイル> 

 

1.18 歳児別健診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_18_歳児別健診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20100101</実施日> 

        <月齢>18</月齢> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <医療機関番号>0600000050</医療機関番号> 

        <受診番号>00001</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <健康診査判定> 

        <健診判定コード>02</健診判定コード> 

    </健康診査判定> 

    <所見判定> 

        <所見判定分類>01</所見判定分類> 

        <判定>02</判定> 

        <所見>01</所見> 

        <所見内容>所見なし</所見内容> 

    </所見判定> 

    <身体計測> 

        <身長>60.0</身長> 

        <乳幼児体重>2800</乳幼児体重> 

        <体重単位>1</体重単位> 

        <胸囲>47.0</胸囲> 

        <頭囲>47.0</頭囲> 

        <肥満度>3</肥満度> 

        <肥満やせ区分>1</肥満やせ区分> 

    </身体計測> 

    <尿検査> 

        <尿蛋白>1</尿蛋白> 

        <尿潜血>1</尿潜血> 

        <尿糖>1</尿糖> 

        <尿再検査> 

            <実施>1</実施> 

            <実施日>20100102</実施日> 

            <尿蛋白>1</尿蛋白> 

            <尿潜血>1</尿潜血> 

            <尿糖>1</尿糖> 

        </尿再検査> 

    </尿検査> 

    <聴覚検査> 

        <自己検査実施>1</自己検査実施> 

        <障害申請有無>1</障害申請有無> 

    </聴覚検査> 

    <視覚検査> 

        <自己検査実施>1</自己検査実施> 

        <視覚再検査> 

            <実施>1</実施> 

            <実施日>20100102</実施日> 

        </視覚再検査> 

    </視覚検査> 

    <精密検査結果情報> 

        <精密検診区分>聴力</精密検診区分> 
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        <実施日>20080117</実施日> 

        <精密検査実施機関番号>0600000050</精密検査実施機関番号> 

        <精密検査実施機関名>公立健康病院</精密検査実施機関名> 

        <医師氏名>健康 雄子</医師氏名> 

        <所見>難聴の疑い 要観察</所見> 

    </精密検査結果情報> 

</_16_健康管理_18_歳児別健診結果ファイル> 

 

1.19 新生児聴覚検査結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_19_新生児聴覚検査結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

    </受診者情報> 

    <初回検査> 

        <検査年月日>20170402</検査年月日> 

        <検査医療機関>0600000050</検査医療機関> 

        <検査医療機関名>公立健康病院</検査医療機関名> 

        <検査方式>01</検査方式> 

        <検査結果右耳>1</検査結果右耳> 

        <検査結果左耳>1</検査結果左耳> 

        <判定>1</判定> 

        <備考/> 

    </初回検査> 

    <確認検査> 

        <検査年月日>20170403</検査年月日> 

        <検査医療機関>0600000050</検査医療機関> 

        <検査医療機関名>公立健康病院</検査医療機関名> 

        <検査方式>01</検査方式> 

        <検査結果右耳>1</検査結果右耳> 

        <検査結果左耳>1</検査結果左耳> 

        <判定>1</判定> 

        <備考/> 

    </確認検査> 

    <再検査> 

        <検査年月日>20170418</検査年月日> 

        <検査医療機関>0600000050</検査医療機関> 

        <検査医療機関名>公立健康病院</検査医療機関名> 

        <検査方式>01</検査方式> 

        <検査結果右耳>1</検査結果右耳> 

        <検査結果左耳>1</検査結果左耳> 

        <判定>1</判定> 

        <備考/> 

    </再検査> 

    <精密検査> 

        <検査年月日>20170602</検査年月日> 

        <検査医療機関>0600000050</検査医療機関> 

        <検査医療機関名>公立健康病院</検査医療機関名> 

        <検査方式>01</検査方式> 

        <検査結果右耳>1</検査結果右耳> 

        <検査結果左耳>1</検査結果左耳> 

        <判定>1</判定> 

        <備考/> 

    </精密検査> 

</_16_健康管理_19_新生児聴覚検査結果ファイル> 
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1.20 乳幼児歯科健診結果ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_20_乳幼児歯科健診結果ファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20100101</実施日> 

        <月齢>18</月齢> 

        <会場コード>666</会場コード> 

        <医療機関番号>0600000050</医療機関番号> 

        <受診番号>00001</受診番号> 

    </受診者情報> 

    <健康診査判定> 

        <健診判定コード>01</健診判定コード> 

    </健康診査判定> 

    <状況> 

        <現在歯数>16</現在歯数> 

        <要観察歯数>0</要観察歯数> 

        <軽度う歯数>1</軽度う歯数> 

        <高度う歯数>0</高度う歯数> 

        <う歯総数>1</う歯総数> 

        <処置歯数>2</処置歯数> 

        <未処置歯数>0</未処置歯数> 

        <喪失歯数>0</喪失歯数> 

        <罹患型>O1</罹患型> 

    </状況> 

    <口腔異常等> 

        <口腔軟組織疾患>2</口腔軟組織疾患> 

        <不正咬合>2</不正咬合> 

        <その他歯異常>癒合歯、白斑</その他歯異常> 

    </口腔異常等> 

    <衛生状況等> 

        <歯の汚れ>2</歯の汚れ> 

        <フッ素塗布有無>2</フッ素塗布有無> 

    </衛生状況等> 

</_16_健康管理_20_乳幼児歯科健診結果ファイル> 

 

1.21 接種実績ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_21_接種実績ファイル> 

    <被接種者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

    </被接種者情報> 

    <種類期回数> 

        <接種種類コード>001</接種種類コード> 

        <接種種類名>BCG</接種種類名> 

        <回数>01</回数> 

    </種類期回数> 

    <実施情報> 

        <実施方式>01</実施方式> 

    </実施情報> 

    <予診情報> 

        <予診のみ>0</予診のみ> 

        <実施日>20100101</実施日> 

        <実施機関>0600000050</実施機関> 

        <実施機関名>公立健康病院</実施機関名> 

        <医師名>健康 雄子</医師名> 

    </予診情報> 
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    <接種情報> 

        <実施日>20100101</実施日> 

        <実施機関>0600000050</実施機関> 

        <実施機関名>公立健康病院</実施機関名> 

        <医師名>健康 雄子</医師名> 

    </接種情報> 

    <ワクチン情報> 

        <ワクチンコード>00001</ワクチンコード> 

        <ワクチン名>乾燥ＢＣＧワクチン</ワクチン名> 

        <ワクチン製造業者>0001</ワクチン製造業者> 

        <ワクチン製造業者名>阪大微生物病研究会</ワクチン製造業者名> 

        <ワクチン有効期限>20111111</ワクチン有効期限> 

        <ロット番号>BCG00001</ロット番号> 

        <接種量>０．５ｍｌ</接種量> 

        <抗体検査番号>01</抗体検査番号> 

        <抗体検査方法>101</抗体検査方法> 

        <接種判定>10</接種判定> 

    </ワクチン情報> 

</_16_健康管理_21_接種実績ファイル> 

 

1.22 保健指導記録ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_22_保健指導記録ファイル> 

    <指導対象者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <連番>1</連番> 

    </指導対象者情報> 

    <指導者情報> 

        <指導者番号>1</指導者番号> 

        <指導者名>健康 雄子</指導者名> 

        <指導者資格>保健師</指導者資格> 

    </指導者情報> 

    <指導情報> 

        <指導分類コード>000001</指導分類コード> 

        <指導分類名>精神保健福祉</指導分類名> 

        <実施日>20070506</実施日> 

        <西暦年度>2007</西暦年度> 

        <指導方法>01</指導方法> 

        <主訴>無気力感</主訴> 

        <状況>身の回りの整理整頓が行えていない様子。</状況> 

        <対応>○○心療内科の元気先生を紹介。</対応> 

        <特記事項>１週間後に電話で受診状況を確認する。</特記事項> 

    </指導情報> 

</_16_健康管理_22_保健指導記録ファイル> 

 

1.23 教室参加実績ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_23_教室参加実績ファイル> 

    <教室実施情報> 

        <教室コード>001</教室コード> 

        <教室名称>はじめまして赤ちゃん</教室名称> 

        <実施日>20070501</実施日> 

        <開始時間>100000</開始時間> 

        <終了時間>120000</終了時間> 

        <会場コード>666</会場コード> 

    </教室実施情報> 
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    <教室参加者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

    </教室参加者情報> 

</_16_健康管理_23_教室参加実績ファイル> 

 

1.24 住民基本情報ファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_24_住民基本情報ファイル> 

    <住基情報> 

        <識別番号>000000000000001</識別番号> 

        <世帯番号>000000000000001</世帯番号> 

        <住民種別>1</住民種別> 

        <住民状態>3</住民状態> 

        <氏名>健康 太郎</氏名> 

        <性別>1</性別> 

        <生年月日>19500101</生年月日> 

        <続柄 1>02</続柄 1> 

        <続柄 2/> 

        <続柄 3/> 

        <続柄 4/> 

        <世帯主氏名>健康 太郎</世帯主氏名> 

        <現住所>健康県健康市健康町１丁目１番地</現住所> 

        <住民となった情報> 

            <住民票記載住民年月日>19500101</住民票記載住民年月日> 

            <本来の住民となった年月日/> 

            <届出日>19500103</届出日> 

            <異動事由>02</異動事由> 

        </住民となった情報> 

        <住所を定めた情報> 

            <異動日>19500101</異動日> 

            <届出日>19500103</届出日> 

            <異動事由>02</異動事由> 

        </住所を定めた情報> 

        <住民でなくなった情報> 

            <異動日>19800301</異動日> 

            <届出日>19800301</届出日> 

            <異動事由>41</異動事由> 

        </住民でなくなった情報> 

        <外国人固有情報> 

            <第 30条の 45区分/> 

            <在留カード等番号/> 

            <国籍地域/> 

            <在留の資格/> 

            <在留期間/> 

            <在留終了年月日/> 

        </外国人固有情報> 

        <外国人氏名情報> 

            <通称名/> 

            <アルファベット氏名/> 

            <漢字併記氏名/> 

            <氏名のカタカナ表記/> 

        </外国人氏名情報> 

        <保険資格情報> 

            <国保>1</国保> 

            <後期高齢者医療>0</後期高齢者医療> 

        </保険資格情報> 

        <旧氏情報> 

            <旧氏/> 

        </旧氏情報> 
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    </住基情報> 

</_16_健康管理_24_住民基本情報ファイル> 

 

1.25 基本チェックリストファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_25_基本チェックリストファイル> 

    <受診者情報> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <実施日>20071116</実施日> 

    </受診者情報> 

    <チェック項目> 

        <NO1>1</NO1> 

        <NO2>1</NO2> 

        <NO3>1</NO3> 

        <NO4>1</NO4> 

        <NO5>1</NO5> 

        <NO6>1</NO6> 

        <NO7>1</NO7> 

        <NO8>1</NO8> 

        <NO9>1</NO9> 

        <NO10>1</NO10> 

        <NO11>1</NO11> 

        <NO12>23.1</NO12> 

        <NO13>1</NO13> 

        <NO14>1</NO14> 

        <NO15>1</NO15> 

        <NO16>1</NO16> 

        <NO17>1</NO17> 

        <NO18>1</NO18> 

        <NO19>1</NO19> 

        <NO20>1</NO20> 

        <NO21>1</NO21> 

        <NO22>1</NO22> 

        <NO23>1</NO23> 

        <NO24>1</NO24> 

        <NO25>1</NO25> 

    </チェック項目> 

</_16_健康管理_25_基本チェックリストファイル> 

 

1.26 歳児別健診アンケートファイル 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<_16_健康管理_26_歳児別健診アンケートファイル> 

    <歳児別健診アンケート> 

        <識別番号>206307</識別番号> 

        <健診日>20200401</健診日> 

        <アンケート> 

            <アンケート設問>お母さんはたばこを吸いますか</アンケート設問> 

            <アンケート回答>いいえ</アンケート回答> 

        </アンケート> 

    </歳児別健診アンケート> 

</_16_健康管理_26_歳児別健診アンケートファイル> 

 


