
保 高 発 0 9 1 9 第 ５ 号  

令 和 元 年 ９ 月 1 9日 

日本病院会 御中 

 

 

厚生労働省保険局高齢者医療課長  

                      （公 印 省 略） 

 

後期高齢者医療制度の健診において使用する質問票の変更に伴う電子的な標

準様式等の仕様について 

 

 

後期高齢者医療制度の運営については、平素より格段のご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

 令和２年度以降の後期高齢者医療制度の健診において使用する「後期高齢者

の質問票」に関し「後期高齢者医療制度の健診において使用している質問票の変

更について」（令和元年９月 19 日付け保高発 0919 第３号）を発出しご協力をお

願いしたところです。 

当該「後期高齢者の質問票」の変更に伴う、「特定健康診査・特定保健指導の

電子的な標準様式の仕様に関する資料（平成30年度以降実施分）」の変更箇所に

ついて、別紙のとおり、お知らせします。 

つきましては、「後期高齢者の質問票」の活用開始に合わせ、健診実施機関等

において、健診に係るシステム改修等のご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

「後期高齢者の質問票」を活用した事業展開など、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施の本格実施が令和２年度より施行されることも踏まえ、可能

な限り令和２年度の健診実施にあわせてシステム改修が完了できるようご協力

をお願いいたします。 

なお、個別の事情により、システム改修が令和２年４月の活用開始に間に合わ

ない場合は、紙媒体などの方法による結果報告も認められますので、できるだけ

速やかに委託元の自治体にご連絡いただきその方法についてご相談いただきま

すようお願いします。 

加えて、各都道府県及び各都道府県後期高齢者医療広域連合事務局に対して

は、別紙（写）のとおり発出していますので、申し添えます。 

つきましては、貴会会員の皆様への御周知方、特段の御配慮を頂きますようお

願い申し上げます。 



別紙１ 

 

「特定健康診査・特定保健指導の電子的な標準様式の仕様に関する資料（平成 30 年度以

降実施分）」 <<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html>>

の変更箇所について 

 

１．変更箇所 

  表１ 修正箇所 

資料 

No. 
資料名 

変更有無 

健診・保健指導

機関等 

→医療保険者 

医療保険者 

→支払基金 

0 正誤表 無 

1(1) 特定健診・特定保健指導 交換用基本情報ファイル仕様説明書 無 無 

1(2) 特定健診・特定保健指導 交換用基本情報ファイル仕様説明書 

XML スキーマファイル 

無 無 

2(1) 特定健診・特定保健指導 決済情報集計ファイル仕様説明書 無 － 

2(2) 特定健診・特定保健指導 決済情報集計ファイル仕様説明書 XML

スキーマファイル 

無 － 

2(3) 特定健診・特定保健指導 集計情報ファイル仕様説明書 － 無 

2(4) 特定健診・特定保健指導 集計情報ファイル仕様説明書 XML スキ

ーマファイル 

－ 無 

3(1) 特定健診情報ファイル仕様説明書 無 無 

3(2) 特定健診情報ファイル仕様説明書 XML スキーマファイル 無 ※ 

4(1) 特定健診決済情報ファイル仕様説明書 無 － 

4(2) 特定健診決済情報ファイル仕様説明書 XML スキーマファイル 無 － 

5(1) 特定保健指導情報ファイル仕様説明書 無 無 

5(2) 特定保健指導情報ファイル仕様説明書 XML スキーマファイル 無 ※ 

6(1) 特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書 無 － 

6(2) 特定保健指導決済情報ファイル仕様説明書 XML スキーマファイル 無 － 

7(1) 共通 XML スキーマファイル説明書 無 無 

7(2) 共通 XML スキーマファイル ファイル 1 無 ※ 

7(3) 共通 XML スキーマファイル ファイル 2 無 ※ 

7(4) 共通 XML スキーマファイル ファイル 3 無 ※ 

7(5) 共通 XML スキーマファイル ファイル 4 無 ※ 

7(6) 共通 XML スキーマファイル ファイル 5 無 ※ 

8(1) 特定健診・特定保健指導のデータファイル送付用ファイルアーカイ

ブ仕様説明書 

無 － 

8(2) 提出用データアーカイブ仕様 － 無 

付属 1 OID(オブジェクトＩＤ）表 有 ※ 

付属 2 XML 用特定健診項目情報 有 ※ 

付属 3 XML 用特定保健指導項目情報 無 ※ 

付属 4 各 XML スキーマ・仕様説明書とデータファイル概念図との対応関係

図 

無 － 

参考 メタボリックシンドローム判定・保健指導レベル判定のロジック 無 － 

※ 医療保険者への提出用と同一 

 

 

 



２．変更内容（反映箇所） 

 

 （１）付属 1 OID(オブジェクトＩＤ）表 

表「特定健診・特定保健指導の電子的標準様式に使用する OID 表」に、後期質問

票の項目の OID を追加する。 

別添１参照 

 

 （２）付属 2  XML 用特定健診項目情報（CSV ファイル／PDF ファイル） 

表「XML 用特定健診項目情報」に、後期質問票項目の JLAC10 コードを追加する。 

別添２参照 

  

  



別紙２             （写） 

保高発0919第２号  

令和元年９月19日 

都道府県後期高齢者医療主管部（局）御中 

都道府県後期高齢者医療広域連合 

 

厚生労働省保険局高齢者医療課長  

                      （公 印 省 略） 

 

後期高齢者医療制度の健診において使用する質問票の変更に伴う電子的な標

準様式等の仕様について 

 

 

後期高齢者医療制度の運営については、平素より格段のご協力を賜り厚く御

礼申し上げる。 

令和２年度以降の後期高齢者医療制度の健診において使用する「後期高齢者

の質問票」に関し「後期高齢者医療制度の健診において使用している質問票の変

更について」（令和元年９月19日付け保高発0919第１号）を発出しご協力をお願

いしたところである。 

当該「後期高齢者の質問票」の活用開始に合わせ、健診実施機関等において、

健診に係るシステム改修等の対応が必要であり、「特定健康診査・特定保健指導

の電子的な標準様式の仕様に関する資料（平成30年度以降実施分）」の変更箇所

について、別紙のとおり、お知らせする。 

ついては、「後期高齢者の質問票」を活用した事業展開など、高齢者の保健事

業と介護予防の一体的な実施の本格実施が令和２年度より施行されることも踏

まえ、貴管下関係団体及び市町村等関係者に周知を図り、可能な限り令和２年度

の健診実施にあわせてシステム改修が完了できるよう要請していただきたい。 

なお、個別の事情により、健診実施機関及び地域医師会のシステム改修が令和

２年４月の活用開始に間に合わない場合は、紙媒体などの方法により健診実施

機関等から委託元への結果報告となり、委託元等において、別途入力作業が発生

することが想定される。この場合、委託元等に対する支援については、別途検討

の上、通知する。 

 



別添 1 OID(オブジェクトＩＤ）追加内容 

特定健診・特定保健指導の電子的標準様式に仕様する OID 表 

 

OID コード表名称 コード：値 または説明 

1.2.392.200119.6.19010 健康状態コード 
1：よい、2：まあよい、3：ふつう、4：あまりよ

くない、5：よくない 

1.2.392.200119.6.19020 
心の健康状態コー

ド 

1：満足、2：やや満足、3：やや不満、4：不

満 

1.2.392.200119.6.19030 食習慣コード 1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19040 
口腔機能（咀嚼）コ

ード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19050 
口腔機能（嚥下）コ

ード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19060 体重変化コード 1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19070 
運動・転倒（歩行

速度）コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19080 
運動・転倒（転倒）

コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19090 
運動・転倒（運動

習慣）コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19100 
認知機能（物忘

れ）コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19110 
認知機能（年月

日）コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19120 喫煙コード 1：吸っている、2：吸っていない、3：やめた 

1.2.392.200119.6.19130 
社会参加（外出）コ

ード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19140 
社会参加（付き合

い）コード 
1：はい、2：いいえ 

1.2.392.200119.6.19150 
ソーシャルサポー

トコード 
1：はい、2：いいえ 

 



別紙2 XML用特定健診項目情報追加内容（案） XML用特定健診項目情報

区分
番号

区分名称 順番号 項目コード（17桁） ＸＭＬ表示名
データタ
イプ

XMLデー
タ型（PQ:
数値型、
CD:大小
順序のな
いコード
型、CO：
大小順序
のある
コード型、
ST：文字
列型）

文字列換
算（全角２
バイト、半
角１バイ
ト）時の最
大バイト
長

数値型の
場合の形
式（数字、
ピリオド
は小数
点）

表示用
単位

XML用
単位
（UCUM
単位
コード）

author
要素で
表現さ
れる診
断者ま
たは記
述者の
項目
コード

一連検
査グ
ループ
識別

一連検
査グ
ループ
関係
コード

同一性項
目コード

同一性項目名称

XML検
査方
法コー
ド

結果コードOID 項目コードOID XML化にあたっての備考

900 後期質問票 2840 9N932000000000011
あなたの現在の健康状態はい
かがですか（後期）

コード CD 1 N 9N932
あなたの現在の健康状態はいか
がですか（後期）

1.2.392.200119.6.19010 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2850 9N933000000000011
毎日の生活に満足しています
か（後期）

コード CD 1 N 9N933
毎日の生活に満足していますか
（後期）

1.2.392.200119.6.19020 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2860 9N934000000000011
１日３食きちんと食べています
か（後期）

コード CD 1 N 9N934
１日３食きちんと食べていますか
（後期）

1.2.392.200119.6.19030 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2870 9N935000000000011
半年前に比べて固いもの(*)が
食べにくくなりましたか（後期）
 *さきいか、たくあんなど

コード CD 1 N 9N935
半年前に比べて固いもの(*)が食
べにくくなりましたか（後期）
 *さきいか、たくあんなど

1.2.392.200119.6.19040 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2880 9N936000000000011
お茶や汁物等でむせることが
ありますか（後期）

コード CD 1 N 9N936
お茶や汁物等でむせることがあ
りますか（後期）

1.2.392.200119.6.19050 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2890 9N937000000000011
６カ月間で２～３kg以上の体重
減少がありましたか（後期）

コード CD 1 N 9N937
６カ月間で２～３kg以上の体重減
少がありましたか（後期）

1.2.392.200119.6.19060 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2900 9N938000000000011
以前に比べて歩く速度が遅く
なってきたと思いますか（後期）

コード CD 1 N 9N938
以前に比べて歩く速度が遅くなっ
てきたと思いますか（後期）

1.2.392.200119.6.19070 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2910 9N939000000000011
この1年間に転んだことがあり
ますか（後期）

コード CD 1 N 9N939
この1年間に転んだことがありま
すか（後期）

1.2.392.200119.6.19080 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2920 9N940000000000011
ウォーキング等の運動を週に1
回以上していますか（後期）

コード CD 1 N 9N940
ウォーキング等の運動を週に1回
以上していますか（後期）

1.2.392.200119.6.19090 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2930 9N941000000000011
周りの人から「いつも同じこと
を聞く」などの物忘れがあると
言われていますか（後期）

コード CD 1 N 9N941
周りの人から「いつも同じことを
聞く」などの物忘れがあると言わ
れていますか（後期）

1.2.392.200119.6.19100 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2940 9N942000000000011
今日が何月何日かわからない
時がありますか（後期）

コード CD 1 N 9N942
今日が何月何日かわからない時
がありますか（後期）

1.2.392.200119.6.19110 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2950 9N943000000000011
あなたはたばこを吸いますか
（後期）

コード CD 1 N 9N943
あなたはたばこを吸いますか（後
期）

1.2.392.200119.6.19120 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2960 9N944000000000011
週に1回以上は外出しています
か（後期）

コード CD 1 N 9N944
週に1回以上は外出しています
か（後期）

1.2.392.200119.6.19130 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2970 9N945000000000011
ふだんから家族や友人と付き
合いがありますか（後期）

コード CD 1 N 9N945
ふだんから家族や友人と付き合
いがありますか（後期）

1.2.392.200119.6.19140 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

900 後期質問票 2980 9N946000000000011
体調が悪いときに、身近に相
談できる人がいますか（後期）

コード CD 1 N 9N946
体調が悪いときに、身近に相談
できる人がいますか（後期）

1.2.392.200119.6.19150 1.2.392.200119.6.1005
後期質問票追加による
修正

1


