
特定個人情報項目コード データ項目 データ項目説明

TK00009000001102 *肺がん検診の受診日
肺がん検診の受診日を入力（年月日、胸部
エックス線検査の実施日）

TK00009000001103 *肺がん検診の受診時年齢 肺がん検診受診時の年齢を入力（歳）

TK00009000001108 *肺がん検診の受診医療機関 肺がん検診を受診した医療機関名を入力

TK00009000001109 *肺がん検診の受診方法
肺がん検診時の受診方法を表す区分を指定
１：個別　２：集団

TK00009000001501 *肺がん検診の精密検査対象有無

肺がん検診の精密検査対象有無を指定
１：精密検査不要　２：要精密検査（肺が
ん疑い）　９：判定不能
※「９：判定不能」は、再検を受診しな
かったもの、あるいは再検して判定不能と
された場合

TK00009100001101 *肺がん検診の受診年度
肺がん検診の受診年度を入力（西暦、今回
の精密検査を指示された検診の受診年度）

TK00009100001102 *肺がん検診の精密検査受診日
肺がん検診の精密検査受診日を入力（年月
日）

TK00009100001103 *肺がん検診の精密検査受診時年齢
肺がん検診の精密検査受診時の年齢を入力
（歳）

TK00009100001108 *肺がん健診の精密検査受診医療機関名
肺がん検診の精密検査受診医療機関名を入
力

TK00009200001101 *乳がん検診の受診年度 乳がん検診の受診年度を入力（西暦）

TK00009200001102 *乳がん検診の受診日 乳がん検診の受診日を入力（年月日）

TK00009200001103 *乳がん検診の受診時年齢 乳がん検診の受診時の年齢を入力（歳）

TK00009200001108 *乳がん検診の受診医療機関 乳がん検診を受診した医療機関名を入力

TK00009200001109 *乳がん検診の受診方法
乳がん検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00009200001401 *乳がん検診の精密検査対象有無

乳がん検診の精密検査の対象区分を指定
１：精密検査不要　２：要精密検査（乳が
ん疑い）　９：判定不能
※「９：判定不能」は、再検を受診しな
かったもの、あるいは再検して判定不能と
された場合

TK00009300001101 *乳がん検診の受診年度
乳がん検診の受診年度を入力（西暦、今回
の精密検査を指示された検診の受診年度）

TK00009300001102 *乳がん検診の精密検査受診日
乳がん検診の精密検査受診日を入力（年月
日）

TK00009300001103 *乳がん検診の精密検査時年齢
乳がん検診の精密検査受診時の年齢を入力
（歳）

TK00009300001108 *乳がん検診の精密検査受診医療機関名
乳がん検診の精密検査受診医療機関名を入
力

TK00009400001101 *胃がん検診の受診年度 胃がん検診受診年度を入力（西暦）

TK00009400001102 *胃がん検診の受診日 胃がん検診受診日を入力（年月日）

TK00009400001103 *胃がん検診の受診時年齢 胃がん検査受診時の年齢を入力（歳）

TK00009400001108 *胃がん検診の受診医療機関 胃がん検診を受診した医療機関名を入力

TK00009400001109 *胃がん検診の受診方法
胃がん検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団



TK00009400001501 *胃がん検診の精密検査の対象有無

胃がん検診の精密検査の対象有無区分を指
定
１：精密検査不要　２：要精密検査（胃が
ん疑い）　９：判定不能
※「９：判定不能」は、再検を受診しな
かったもの、あるいは再検して判定不能と
された場合

TK00009500001101 *胃がん検診の受診年度
胃がん検診の受診年度を入力（西暦、今回
の精密検査を指示された検診の受診年度）

TK00009500001102 *胃がん検診の精密検査受診日
胃がん検診の精密検査受診日を入力（年月
日）

TK00009500001103 *胃がん検診の精密検査時年齢
胃がん検診の精密検査受診時の年齢を入力
（歳）

TK00009500001108 *胃がん検診の精密検査受診医療機関名 胃がん検診精密検査受診医療機関名を入力

TK00009600001101 *子宮頸がん検診の受診年度 子宮頸がん検診受診年度を入力（西暦）

TK00009600001102 *子宮頸がん検診の受診日 子宮頸がん検診受診日を入力（年月日）

TK00009600001103 *子宮頸がん検診の受診時年齢 子宮頸がん検診受診時の年齢を入力（歳）

TK00009600001108 *子宮頸がん検診の受診医療機関
子宮頸がん検診を受診した医療機関名を入
力

TK00009600001109 *子宮頸がん検診の受診方法
子宮頸がん検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00009600001501 *子宮頸がん検診の精密検査の対象有無

子宮頸がん検診の精密検査の対象区分を指
定
１：精密検査不要　２：要精密検査（子宮
頸がん疑い）　９：判定不能
※「９：判定不能」は、再検を受診しな
かったもの、あるいは再検して検体が不適
正とされた場合

TK00009700001101 *子宮頸がん検診の受診年度
子宮頸がん検診の受診年度を入力（西暦、
今回の精密検査を指示された検診の受診年
度）

TK00009700001102 *子宮頸がん検診の精密検査受診日
子宮頸がん検診の精密検査受診日を入力
（年月日）

TK00009700001103 *子宮頸がん検診の精密検査時年齢
子宮頸がん検診の精密検査受診時の年齢を
入力（歳）

TK00009700001108 *子宮頸がん検診の精密検査受診医療機関名
子宮頸がん検診の精密検査受診医療機関名
を入力

TK00009800001101 *大腸がん検診の受診年度 大腸がん検診受診年度を入力（西暦）

TK00009800001102 *大腸がん検診の受診日 大腸がん検診受診日を入力（年月日）

TK00009800001103 *大腸がん検診の受診時年齢 大腸がん検診受診時の年齢を入力（歳）

TK00009800001108 *大腸がん検診の受診医療機関 大腸がん検診を受診した医療機関名を入力

TK00009800001109 *大腸がん検診の受診方法
大腸がん検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00009800001401 *大腸がん検診の精密検査の対象有無

大腸がん検診の精密検査の対象区分を指定
１：精密検査不要　２：要精密検査（大腸
がん疑い）　９：判定不能
※「９：判定不能」は、再検を受診しな
かったもの、あるいは再検して判定不能と
された場合



TK00009900001101 *大腸がん検診の受診年度
大腸がん検診の受診年度を入力（西暦、今
回の精密検査を指示された検診の受診年
度）

TK00009900001102 *大腸がん検診の精密検査受診日
大腸がん検診の精密検査受診日を入力（年
月日）

TK00009900001103 *大腸がん検診の精密検査時年齢
大腸がん検診の精密検査受診時の年齢を入
力（歳）

TK00009900001108 *大腸がん検診の精密検査受診医療機関名
大腸がん検診の精密検査受診医療機関名を
入力

TK00010000001101 *肝炎ウイルス検診の受診年度 肝炎ウイルス検診受診年度を入力

TK00010000001102 *肝炎ウイルス検診の受診日 肝炎ウイルス検診受診日を入力（年月日）

TK00010000001103 *肝炎ウイルス検診の受診時年齢
肝炎ウイルス検診受診時の年齢を入力
（歳）

TK00010000001108 *肝炎ウイルス検診の受診医療機関
肝炎ウイルス検診を受診した医療機関名を
入力

TK00010000001109 *肝炎ウイルス健診の受診方法
肝炎ウイルス検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00010000001301
*肝炎ウイルス検診のＢ型肝炎ウイルス検査判
定

Ｂ型肝炎ウイルス検査時の判定区分を指定
１：陰性　２：陽性　９：検査を受けず

TK00010000001401
*肝炎ウイルス検診のＣ型肝炎ウイルス検査判
定

Ｃ型肝炎ウイルス検査時の判定区分を指定
１：現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染してい
る可能性が低い　２：現在、Ｃ型肝炎ウイ
ルスに感染している可能性が高い　９：検
査を受けず

TK00010100001101 *肝炎ウイルス検診の受診年度
肝炎ウイルス検診の受診年度を入力（西
暦、今回の精密検査を指示された検診の受
診年度）

TK00010100001102 *肝炎ウイルス検診の精密検査受診日
肝炎ウイルス検診の精密検査受診日を入力
（年月日）

TK00010100001103 *肝炎ウイルス検診の精密検査時年齢
肝炎ウイルスの精密検査受診時の年齢を入
力（歳）

TK00010100001108 *肝炎ウイルス検診の精密検査受診医療機関名
肝炎ウイルス検診の精密検査受診医療機関
名を入力

TK00010200001101 *骨粗鬆症検診の受診年度 骨粗鬆症検診受診年度入力（西暦）

TK00010200001102 *骨粗鬆症検診の受診日 骨粗鬆症検診受診日を入力（年月日）

TK00010200001103 *骨粗鬆症検診の受診時年齢 骨粗鬆症検診受診時の年齢を入力（歳）

TK00010200001108 *骨粗鬆症検診の受診医療機関 骨粗鬆症検診を受診した医療機関名を入力

TK00010200001109 *骨粗鬆症検診の受診方法
骨粗鬆症検診の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00010200001301 骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査骨量値
ＤＸＡ検査の％YAMを入力（小数点以下第一
位まで入力）

TK00010200001303 骨粗鬆症検診のＤＸＡ検査判定
ＤＸＡ検査判定区分を指定
１：異常を認めず　２：骨量減少範囲
３：骨粗鬆症範囲　９：判定不能

TK00010200001401 骨粗鬆症検診のエックス線検査骨量値
エックス線検査の％YAMを入力（小数点以下
第一位まで入力）

TK00010200001403 骨粗鬆症検診のエックス線検査判定
エックス線検査判定区分を指定
１：異常を認めず　２：骨量減少範囲
３：骨粗鬆症範囲　９：判定不能

TK00010200001501 骨粗鬆症検診のＣＴ検査骨量値
ＣＴ検査の％YAMを入力（小数点以下第一位
まで入力）



TK00010200001503 骨粗鬆症検診のＣＴ検査判定
ＣＴ検査判定区分を指定
１：異常を認めず　２：骨量減少範囲
３：骨粗鬆症範囲　９：判定不能

TK00010200001601 骨粗鬆症検診の超音波検査骨量値
超音波検査の％YAMを入力（小数点以下第一
位まで入力）

TK00010200001603 骨粗鬆症検診の超音波検査判定
超音波検査の判定区分を指定
１：異常を認めず　２：骨量減少範囲
３：骨粗鬆症範囲　９：判定不能

TK00010200001701 *骨粗鬆症検診の判定
骨粗鬆症検診の判定区分を指定
１：異常認めず　２：要指導　３：要精密
検査　９：判定不能

TK00010400001101 *歯周疾患検診の受診年度 歯周疾患検診受診年度を指定（西暦）

TK00010400001102 *歯周疾患検診の受診日 歯周疾患検診受診日を入力（年月日）

TK00010400001103 *歯周疾患検診の受診時年齢 歯周疾患検診受診時の年齢を入力（歳）

TK00010400001108 *歯周疾患検診の受診医療機関 歯周疾患検診を受診した医療機関名を入力

TK00010400001109 *歯周疾患検診の受診方法
歯周疾患検診時の受診方法区分を指定
１：個別　２：集団

TK00010400001301 *歯周疾患検診の健全歯数 歯周疾患検診時の健全歯数を入力（本）

TK00010400001302 *歯周疾患検診の未処置歯数 歯周疾患検診時の未処置歯数を入力（本）

TK00010400001303 *歯周疾患検診の処置歯数 歯周疾患検診時の処置歯数を入力（本）

TK00010400001305 *歯周疾患検診の要補綴歯数 歯周疾患検診時の要補綴歯数を入力（本）

TK00010400001306 *歯周疾患検診の欠損補綴歯数
歯周疾患検診時の欠損補綴歯数を入力
（本）

TK00010400001307 *歯周疾患検診の現在歯数 歯周疾患検診時の現在歯数を入力（本）

TK00010400001308
*歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（１７または
１６）

歯肉出血ＢＯＰ（１７または１６）区分を
指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001309 *歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（１１）
歯肉出血ＢＯＰ（１１）区分を指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001310
*歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（２６または
２７）

歯肉出血ＢＯＰ（２６または２７）区分を
指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001311
*歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（４７または
４６）

歯肉出血ＢＯＰ（４７または４６）区分を
指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001312 *歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（３１）
歯肉出血ＢＯＰ（３１）区分を指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001313
*歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（３６または
３７）

歯肉出血ＢＯＰ（３６または３７）区分を
指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし

TK00010400001314 *歯周疾患検診の歯肉出血ＢＯＰ（最大値）
歯肉出血ＢＯＰ（最大値）区分を指定
０：健全　１：出血あり　９：除外歯　X：
該当歯なし



TK00010400001315
*歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（１７また
は１６）

歯周ポケットＰＤ（１７または１６）区分
を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001316 *歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（１１）
歯周ポケットＰＤ（１１）区分を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001317
*歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（２６また
は２７）

歯周ポケットＰＤ（２６または２７）区分
を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001318
*歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（４７また
は４６）

歯周ポケットＰＤ（４７または４６）区分
を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001319 *歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（３１）
歯周ポケットＰＤ（３１）区分を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001320
*歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（３６また
は３７）

歯周ポケットＰＤ（３６または３７）区分
を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001321 *歯周疾患検診の歯周ポケットＰＤ（最大値）
歯周ポケットＰＤ（最大値）区分を指定
０：健全　１：浅いポケット　２：深いポ
ケット　９：除外歯　X：該当歯なし

TK00010400001322 *歯周疾患検診の歯石の付着
歯石の付着区分を指定
１：なし　２：軽度（点状）あり　３：中
程度（帯状）以上あり

TK00010400001323 *歯周疾患検診の口腔清掃状態
口腔清掃状態区分を指定
１：良好　２：普通　３：不良

TK00010400001326 *歯周疾患検診の粘膜所見
粘膜所見区分を指定
１：所見なし　２：所見あり

TK00010400001401 *歯周疾患検診の判定区分
歯周疾患検診の判定区分を指定
１：異常認めず　２：要指導　３：要精密
検査　９：判定不能


