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ごあいさつ 
このたびは、本サービスをご採用いただきましてありがとうございます。 

本サービスは特定健診において国が示す電子的標準様式を作成するためのソフトウェアを
インターネット経由で医療機関様に配信しています。 

医療機関様が入力された結果について、電子的標準様式（XML形式）に変換し、国保連
合会・支払基金へ決済データの提出を行います。 

また、本サービスでは受診者向けへの結果通知書のプリント機能を搭載しました。 

本書では、操作方法をはじめとして、ご使用いただくときに必要な注意事項や準備作業、ト
ラブルの対処方法を記述しています。 

ご使用になる前に、またご使用中、不明な点があるときにお読みいただき、本サービスと共
に末永くお役立てください。 

 

本書の使い方 

本書は主に特定健診結果電子化サービス（SALUS2.0）の操作方法について記述してい
ます。 

特定健診結果電子化サービス（SALUS2.0）の概要、新潟県における特定健診等の実施
方法等については下記冊子に掲載されていますので、併せてご覧いただくことで、より理解
を深めていただくことができるかと存じます。 

特定健診結果電子化サービス（SALUS2.0）の手引き 

特定健診電子化代行処理ユーザーガイド 

本サービスサポートサイトにPDF形式で掲載されています。 

本書はシステムのバージョンアップ、他の理由により予告なく改訂を行います。 

本サービスサポートサイトには常に最新のマニュアルを掲載しますので、適宜確認いただく
ことをお奨めします。 

他の冊子との連携について 

本書の改訂について 

サポートサイトについて 
サポートサイトでは本サービスに関する情報をご用意してお客様のアクセスをお待ちしており
ます 



注意事項 

本サービスで特定健診結果の電子化を行う場合は、同じ受診者の個人記録票を特定健診
結果電子化代行（医師会経由）へ提出しないでください。 

同じ決済データが二重に作成された場合、重複となり、どちらのデータも返戻となってしまう
可能性があります。 

入力過程で入力を補助する警告・エラーが表示されますが、これは支払代行機関・保険
者の同等のチェックを保障するものではありません。 

USBセキュリティキー（MyVPN）及びIDは個々の医療機関に付与されています。 
複数医療機関での利用は絶対にやめてください。 



入力の説明 

指のマークが出るボタンは文字はクリックすることができます 

ラジオボタン：選択肢のうち、単一選択の箇所に使われています、ボタンをクリックすると選択されます 
取り消す場合はもう一度クリックすることで選択が外れます 

テキストボックス：文字を入れる箇所に使われています。 

チェックボックス：選択肢のうち、複数選択が可能な個所に使われています、ボックスをクリックすると選
択されます。 
取り消す場合はもう一度クリックすることで選択が外れます。 



スケジュールについて 

原則として常時使用することが可能です 

ただし、下記の場合は使用することができません。 

 

  月に 1回の定期メンテナンス及び必要に応じての臨時メンテナンスの場合 

 

これは本システムのお知らせ欄で適宜告知します  

毎月当月データの締切日を設けます。 （毎月 25日－30日）  

締切日は本システムのお知らせ欄(Information)で毎月５日以降に告知します。  

締切日までに特定健診結果等が入力され且つ非エラーのデータについて、決済用データ作
成を行います。  

SALUS2.0を使うことができるのは 

毎月の締日について 



はじめる前に 

①インターネットに接続できますか？ 

  

お使いのパソコンがインターネットに接続できることを確認します。 

お使いのパソコンでよくご覧になるインターネット上のサイトを表示させて 

みて、通常どおり表示されることを確認してください。 

以下のものをお手元に用意してください。 

（３） MyVPN USBセキュリティキーを接続する。 

  

 MyVPN USBセキュリティキーの 

キャップを取り外し、パソコンの 

USBポートへ差し込みます。 

 

②ＵＳＢのポートは１つ以上空いていますか？ 

     

お使いのパソコンにＵＳＢポートがあり、 

それが１つ以上空いていることを確認 

してください。 

MyVPN  

USBセキュリティキー 

ユーザID／パスワードのご案内 （必要な場合のみ） 

ＵＳＢ延長ケーブル 

確認しましょう 

用意するもの 

セキュリティキーを接続する 



① 

② 

③ 

【認証の操作】 

①『認証』ボタン をクリック 

②MyVPNパスワード を入力 

③『ＯＫ』ボタン をクリック 

 MyVPN USBセキュリティキー接続中 

は、背後で右のようなウィンドウが表 

示されています。これは、MyVPNの 

接続を管理しているプログラムになり 

ますので、終了させずにそのままにし 

てください。 

「バージョンファイルのアップデートに失
敗しました」 

というメッセージが出ますが、本サービス
に支障はありません。 

そのままお待ちください。 

 

USBセキュリティキー（MyVPN）が 

正しく差し込まれると、右のよう 

なウィンドウが表示されます。 

中央の認証ボタンをクリックする 

と右下のパスワード入力状態に 

なります。 

  

ここで、MyVPN認証パスワード 

を入力し、OK をクリックします。 

  

正しいパスワードの入力が確認されると、 

 特定健診結果電子化サービス サルース2.0の 

ログイン画面が自動で表示されます。 

MyVPN USBセキュリティキーは、多少厚みがあります。USBポートが並んでいる場合、他のＵＳ
Ｂ接続機器の形状によっては、差し込めない場合があります。 

その場合、添付のＵＳＢ延長ケーブルを使用するか、ＵＳＢ接続機器の接続ポートの変更を行って
ください。 

パスワードは大文字、小文字を区別します。キーボードの入力状態がどちらになっているかを確認してください。 

こんなときは 



MyVPN USBセキュリティキーを差したままパソコンを終了した場合や再起動を行った場合は下記の要
領で認証を行ってください。 

① 

② 

③ 

 

【認証の操作】 

①スタートのすべてのプログラム 

②マイコンピューター 

③『MyVPN』アイコンをクリック 



パスワードを入力していくと入力した文字数 

分だけ ● で表示されます。 

パスワードを正しく入力し、                 ボタンをクリックします。 

ログインIDまたはパスワードに誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます 

ので、もう一度正しく入力し直してください。 

ログインする 

salus2.0を起動すると最初に下図のログイン画面が表示されます。 

 正しいログインID、パスワード 

であることが確認されると、右の 

ようなメニューが表示されます。 

ここでは MyVPN USBセキュリティキーとともに同封されていた資料に記載されて 

いるログインIDとパスワードを入力します。 



項目 役割 

今回の請求分 

 

登録済みデータを表示する 

今回（翌月初旬）に請求データとして作成される 

予定のデータです。括弧内にはデータの件数 

が表示されます。状態により以下の３つに分類されます。 

入力完了 
 入力内容をチェックした結果、とくに問題のなかった
データです。 

確認中 
 入力内容に確認を要する部分があるため、完了して
いないデータです。 

請求保留中  任意の理由により請求を保留しているデータです。 

決済用に変換中 

 

請求データ作成処理中のデータです。このデータに対して更新を行うこと 

はできません。尚、請求データ作成処理が正常に終了すると、このデータ 

は『過去の請求分』に移動されます。 

過去の請求分 

 
過去に請求データとして作成、提出したデータです。返戻となったデータ
を再請求する場合は、ここから対象者を検索します。 

削除 一旦登録されたものの、後に削除されたデータです。 

健診結果を入力する 

ここでは健診結果を入力する場合の入力手順について説明します。 

順序として、最初に基本情報を入力した後であればどこからでも入力できますが、 

ここでは記録票の並び順に従い説明していきます。 

なお、入力過程で入力を補助する警告・エラーが表示されますが、これは支払代行機関・ 

保険者の同等のチェックを保障するものではありません。 

検索画面の表示 

メニュー画面から結果入力をクリックすると検索画面が表示されます。 

新規入力を始める 

 新規に健診結果を入力する 

 場合は 

 『新規入力はこちらから>>』 
 をクリックしてください。 

※手順は８ページ以降 

各項目の括弧内の件数は一旦、ログインした後は件数は変わりません 

件数の変化が反映されるのは、再ログイン時となります。 



以下の条件により、データを絞り込むことができます。 

表示されている該当者について、並べ替えを行うことができます。 

表題部分をクリックするとクリックした表題の内容について昇順、再度クリック 

すると降順で表示されます。 

並べ替えを行うことができる項目は以下のとおりです。 

  

・健診年月日 ・カナ氏名 ・保険者番号 ・受診券整理番号 ・性別 ・生年月日 ・メモ 

 

■健診年月日 

 健診年月日の範囲を西暦で指定します。 

■保険者番号 

 保険者番号を８桁で指定します。 

■受診券整理番号 

 受診券整理番号を１１桁で指定します。 

■カナ氏名 

 カナ氏名を指定します。検索する文字は 

 全角カタカナで、氏と名の間の空白は不要です。 

■受診No 

 各健診機関で独自に発行している受診券１～8桁 

 で指定します。 

  

 検索条件を入力し検索ボタンをクリックすると、 

 指定した条件に合ったデータ 

 のみを表示させることができます。 

並べかえる 

絞り込む 



最初に基本情報を入力します。基本情報とは、個人記録票の上部にある保険の
情報、健診種別、受診券の情報及び受診者の情報を指します。 

基本情報を入力する 

ここで入力する項目は下記のとおりです。 

項目 入力内容 

※A契約 A契約の場合のみチェックを入れます。 

健診種別 
1:施設個別 2:集団(全部委託) 3:集団(一部委託） から 

１つを選択します。 

保険区分 

1:市町村国保 2:県内３国保 3:その他の保険 4:一般 

5:一般(生) 6:後期高齢 から１つを選択します。 

※前立腺がん検診のみ・肝炎ウイルス検診のみの場合は4:一
般を選択します。 

※新潟市国保（非）は市町村国保を選択します 

健診年月日※１ 健診を行った日を西暦で入力します。 

受診№ 任意 受診№を入力します。 8桁以内 

市町村番号 市町村番号を３桁で入力します。 3桁 

保険者番号 

保険者番号を８桁で入力します。 

桁数が８桁に満たない場合は先頭に０を付加して８桁として
ください。また、市町村国保の退職者医療について保険者番
号の先頭６７は００と読み替えて市町村国保の保険者番号と
してください。 

8桁 

被保険者証等記号 被保険者証等の記号の内容を入力します。 12桁以内 

被保険者証等番号 
被保険者証等の番号を入力します。 

（数字、ハイフン等全て全角文字に制限されます） 
12桁以内 

郵便番号 受診者の住所を示す郵便番号を入力します。 

住所 受診者の住所を入力します。 40文字以内 

カナ氏名 
受診者のカナ氏名を入力します。 

（氏と名の間にスペースは入力できません） 
20文字以内 

性別 1:男 2:女 から１つを選択します。 



項目 入力内容 

生年月日※１ 受診者の生年月日を和暦で入力します。 

世帯員コード 
市町村
による 

受診券等に記載されている、世帯員コードを入力します。 

世帯コード 任意 
受診券等に記載されている、受診者の世帯に対応する 

世帯コードを入力します。 

特定健診機関番号 自動 
ログインＩＤをもとに自院の健診機関番号１０桁が自動
でセットされます。 

10桁 

特定健診機関名称 自動 
ログインＩＤをもとに自院の名称が自動でセットされま
す。 

受診券整理番号 
受診券に記載されている受診券整理番号を１１桁で入力
します。 

11桁 

 

有効期限※１ 受診券に記載されている有効期限を西暦で入力します。 

※１ 健診年月日、生年月日、有効期限といった日付の項目についてはカレンダーから入
力する 

ことができます。日付を入力するエリアの右側にある   ボタンをクリックすると下図のような 

カレンダーが表示されます。カレンダーに表示された日 

をクリックすることで、選択した日付がセットされます。 

また、生年月日は和暦です。元号部分はキーボードから 

入力できます。（M-明治、T-大正、S-昭和、H-平成） 

   任意項目について 
 
（任意）と記載のある項目は特定健診において国の示す「電子的な標準様式」上には存在しな
い項目であり、国保連・支払基金への提出データにも含まれないため、決済上は入力の必要が
ない項目となります。 
 個人記録票上には存在する項目のため、本サービスでは医療機関の管理用として項目を設定
しました。 



基本情報を過去データから引用する 

過去に登録がある受診者については過去データを引用して基本情報の入力を
省略することができます 

新規入力はこちらからをクリックして新規入力画面を出します、画面右上の「過去データ検索」ボタンをクリック
すると次の画面が開きます 

受診№、カナ氏名、生年月日を入力して検索ボタンを押すと該当者が表示されます 

「選択」ボタンを押すと基本情報が引用された入力画面が表示されます 

引用されるのは「健診種別」「保険区分」「受診№」「保険者番号」「保険者名称」「被保険者証等記号」「被
保険者証等番号」「郵便番号」「住所」「カナ氏名」「性別」「生年月日」「地区コード」「世帯コード」「世帯員
コード」となり、引用された箇所は初回のみピンク色になっています。（次回開いた際は通常の色に戻りま
す） 
※保険の変更等に十分ご注意ください 



基本情報の入力後に、既往歴、自覚症状、他覚症状を入力します。 

既往歴／自覚症状／他覚症状を入力する 

項目 入力方法 

既往歴 

【既往歴がない場合】 

特記すべきこと で 2:なし を選択してください。 

【既往歴がある場合】 

特記すべきこと で 1:あり を選択し、その下の選択肢のうち 

該当するものにチェックを付けてください。選択肢にない場合
はその他へ直接入力してください。 

40文字 

以内 

自覚症状 

【自覚症状がない場合】 

自覚症状有無 で 2:なし を選択してください。 

【自覚症状がある場合】 

自覚症状有無 で 1:あり を選択し、その下の選択肢のうち 

該当するものにチェックを付けてください。選択肢にない場合
はその他へ直接入力してください。 

40文字 

以内 

他覚症状 

【他覚症状がない場合】 

他覚症状有無 で 2:なし を選択してください。 

【他覚症状がある場合】 

他覚症状有無 で 1:あり を選択し、その下の所見欄に見受
けられる症状を直接入力してください。 

100文字 

以内 

         ボタンについて 

選択ボタンを押して、選択肢を選ぶ方法については、健診機関マスタのページをご覧ください。 

 

 



最初に基本情報を入力します。基本情報とは、個人記録票の上部にある保険の
情報、健診種別、受診券の情報及び受診者の情報を指します。 

身体計測／血圧の測定値を入力する 

分
類 

項目 入力方法 

身
体
測
定 

身長 
測定した身長の値をｃｍで入力します。 

（小数第１位まで入力可） 

体重 
測定した体重の値をｋｇで入力します。 

（小数第１位まで入力可） 

ＢＭＩ 

身長と体重の値から計算したＢＭＩの値を入力します。（小数第１
位まで入力可） 

身長と体重が入力済みである場合に限り、 

         ボタンで自動セットできます。 

腹囲 
測定した腹囲の値をｃｍで入力します。 

（小数第１位まで入力可） 

腹囲（測定方法） 
1:実測 2:自己判定 3:自己申告 から１つを選択します。（ただ
しＢＭＩの値によっては確認が必要になる場合があります） 

内臓脂肪面積 任意 測定した内臓脂肪面積の値をｃｍ２で入力します。 

血
圧 

収縮期 測定した収縮期血圧を入力します。（整数） 

拡張期 測定した拡張期血圧を入力します。（整数） 

測定方法 1:１回目 2:２回目 3:平均値 から１つを選択します。 



血液検査の結果、尿検査の結果を入力します。 

血液検査／尿検査の結果を入力する 

分
類 

項目 入力方法 

血
液
検
査 

採血時間 
1:食後10時間未満 2:食後10時間以上 

から選択します。 

血液検査№ 任意 血液検査№を入力します。 ６桁以内 

総コレステロール 総コレステロールの値を入力します。（mg/dl） 

中性脂肪 中性脂肪の値を入力します。（mg/dl） 

HDLコレステロール HDLコレステロールの値を入力します。（mg/dl） 

LDLコレステロール LDLコレステロールの値を入力します。（mg/dl） 

AST(GOT) AST(GOT)の値を入力します。(U/I) 

ALT(GPT) ALT(GPT)の値を入力します。(U/I) 

γ-GT（γ-GTP） γ-GT（γ-GTP）の値を入力します。(U/I) 

血糖（空腹時）※１ 空腹時血糖の値を入力します。（mg/dl） 

血糖（随時）※１ 随時血糖の値を入力します。（mg/dl） 

HbA1c ヘモグロビンＡ１ｃの値を入力します。(%) 

血清クレアチニン 
追加健診として血清クレアチニンの検査を行った場合にそ
の値を入力します。（mg/dl） 



分
類 

項目 入力方法 

血
液
検
査 

血清尿酸 
追加健診として血清尿酸の検査を行った場合にその値を
入力します。（mg/dl） 

血清総蛋白 
追加健診として血清総蛋白の検査を行った場合にその
値を入力します。(g/dl) 

尿
検
査 

尿糖 
尿糖の検査結果を 1:－ 2:± 3:＋ 4:++ 5:+++ か
ら選択します。 

尿蛋白 
尿蛋白の検査結果を 1:－ 2:± 3:＋ 4:++ 5:+++ 
から選択します。 

尿潜血 

尿潜血の検査結果を 1:－ 2:± 3:＋ 4:++ 5:+++ 
から選択します。生理中の場合は、生理中にチェックを入
れてください。 

※１ 空腹時血糖、随時血糖については採血時間と辻褄が合わない場合エラーとなります。 

※２ 血液検査の数値の桁数・入力範囲（上限値・下限値）については巻末の補足資料集をご覧下さい。 



貧血検査、心電図検査、眼底検査の結果を入力します。この３つの検査について詳細
健診として行う場合、実施理由が必要になりますので、忘れないように注意してください。 

貧血／心電図／眼底の検査結果を入力する 

分
類 

項目 入力方法 

貧
血
検
査 

ヘマトクリット値 ヘマトクリット値を入力します。（％） 

血色素量 血色素量を入力します。（g/dl） 

赤血球数 赤血球数を入力します。（万/mm3） 

実施理由（※） 

貧血検査を詳細健診として実施する場合、 

1:質問票の回答結果により実施 

2:医師診察により実施 

から選択します。 

追加健診として実施する場合は入力しないでください。 

心
電
図
検
査 

心電図№ 任意 心電図の管理番号を入力します 

心電図所見有無 

【心電図の所見がない場合】 

心電図所見有無 で 2:なし を選択してください。 

【心電図の所見がある場合】 

心電図所見有無 で 1:あり を選択し、その下の選択肢のうち
該当するものにチェックを付けてください。選択肢にない場合
はその他欄へ直接入力してください。 

その他欄
は 

20文字 

以内 

実施理由（※） 

心電図検査を詳細健診として実施する場合、 

1:前年度(当年度)結果及び質問票の回答結果により実施 

2:前年度(当年度)結果及び医師診査により実施 

から選択します。 

追加健診として実施する場合は入力しないでください。 



分
類 

項目 入力方法 

眼
底
検
査 

眼底№ 任意 眼底検査の管理番号を入力します 

検査結果 

眼底の検査結果を 

1:０ 2:Ⅰ 3:Ⅱa 4:Ⅱb 5:Ⅲ 6:Ⅳ 7:判読不能 

から選択します。 

実施理由（※） 

眼底検査を詳細健診として実施する場合、 

1:前年度(当年度)結果及び質問票の回答結果により実施 

2:前年度(当年度)結果及び医師診察により実施 

から選択します。 

追加健診として実施する場合は入力しないでください。 

※実施理由は詳細健診として行う場合のみ入力してください。 



質問票の回答内容を入力します。 

質問票の回答内容を入力する 

項目 入力内容 

1.服薬１（血圧）※１ 

2.服薬２（血糖）※１ 

3.服薬３（脂質）※１ 

4.既往歴１（脳血管） 

5.既往歴２（心血管） 

6.既往歴３（腎不全・人工透析） 

7.貧血 

8.喫煙※１ 

9.20歳からの体重変化 

10．30分以上の運動習慣 

11．歩行または身体活動 

12．歩行速度 

13．１年間の体重変化 

15．食べ方２（就寝前） 

16．食べ方３（夜食／間食） 

17．食習慣 

20．睡眠 

22．保健指導の希望 

1:はい 2:いいえ から選択してください。 

  

※質問１，２，３，８については 

保健指導レベル（階層化）判定で 

必要となりますので必ず入力して 

ください。 

14．食べ方 1:速い 2:普通 3:遅い から選択してください。 

18．飲酒 
1:毎日 2:時々 3:ほとんど飲まない 

から選択してください。 

19．飲酒量 

1:１合未満 2:１～２合未満 

3:２～３合未満 4:３合以上 

から選択してください。 

21．生活習慣の改善 

1:改善するつもりはない 

2:改善するつもり（６ヶ月以内） 

3:改善するつもり（近いうち） 

4:取組み済み（６ヶ月未満） 

5:取組み済み（６ヶ月以上） 

から選択してください。 



項目 入力内容 

14．食べ方 1:速い 2:普通 3:遅い から選択してください。 

18．飲酒 1:毎日 2:時々 3:ほとんど飲まない 

から選択してください。 

19．飲酒量 1:１合未満 2:１～２合未満 

3:２～３合未満 4:３合以上 

から選択してください。 

21．生活習慣の改善 1:改善するつもりはない 

2:改善するつもり（６ヶ月以内） 

3:改善するつもり（近いうち） 

4:取組み済み（６ヶ月未満） 

5:取組み済み（６ヶ月以上） 

から選択してください。 



前立腺がん／肝炎の結果を入力します。 

前立腺がん／肝炎の結果を入力する 

項目 入力内容 

受診歴 任意 １．初診 ２．再診 から選択して入力します。 

調査同意 任意 １．有 ２．無 から選択して入力します。 

ＰＳＡ値 任意 ＰＳＡの値を入力します。 

判定１ １．精密検査必要 ２．精密検査不要 から選択して入力します。 

判定２ 任意 
１で２だった場合に1.異常なし、2.経過観察 から選択して入力
します。 

ここで入力する項目は下記のとおりです。 

前立腺がん（特定健康検査と同時実施） 

肝炎ウィルス検査（特定健康検査と同時実施） 

項目 入力内容 

健診区分 任意 
１．40歳 ２．41歳以上 から選択して入力します。 

※当該年度 

Ｂ型：HBs抗原検査 １．陽性 ２．陰性 から選択して入力します。 

Ｃ型：HCV抗体検査 

（力価） 
１．陰性 ２．低力価 ３．中力価 ４．高力価 から
選択して入力します。 

Ｃ型：HCV抗原検査 
HCV抗体検査判定が、２．または３．だった場合、 

１．陽性 ２．陰性 から選択して入力します。 

Ｃ型：HCV核酸増幅検査 
HCV抗体検査判定が、１．だった場合、 

１．陽性 ２．陰性 から選択して入力します。 

Ｃ型：判定 
１．感染していない可能性高い ２．感染の可能性高い 

から選択して入力します。 

Ｃ型：判定理由 任意 １ ２ ３ ４ ５ から選択して入力します。 

新潟市実施の前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診は国保連合会経由の決済ではないため、本シス
テムでの決済はできません。 



ここでは、特定健診の結果、医師の診断、メタボリックシンドローム判定、保健指導レベ
ル、メモ等の入力を行います。 

医師の判断／メモを入力する 

項目 入力内容 

今回の健診結果は* 1:異常なし 2:保健指導 3:受診が必要 から選択してください。 

医師の意見 

  （特定健診） 
特定健診の結果について、意見を入力します。 

50文字
以内 

医師の意見 

  （その他）* 
特定健診以外（法定外項目）の結果について、意見を入力し
ます。 

50文字
以内 

医師の氏名 
予め登録されている場合は、選択して入力できます。 

（直接入力も可能です） 

32文字
以内 

メタボリックシンド
ローム判定 

メタボリックシンドローム判定※の結果を 

1:基準該当 2:予備軍該当 3:非該当 4:判定不能 

から選択してください。 

保健指導レベル 

保健指導レベル※を 

1:積極的支援 2:動機付け支援 3:なし 4:判定不能 

から選択してください。 

メモ 

（請求データには反
映されません） 

任意 

任意にメモを入力することができます。 

ここで入力した内容は、請求データに反映されません。 

メモ、連絡用としてお使いください。 

100文字
以内 

※         ボタンをクリックすると、メタボリックシンドローム判定、保健指導レベルを自動で判定
して、その結果を表示します。 

※＊個人記録票の様式に合わせるため、表示されない地域があります。 

         ボタンについて 

「医師の意見」「医師の氏名」「メモ」について、選択ボタンを押して、選択肢を選ぶ方法に

ついては、健診機関マスタのページをご覧ください。 

 

 



入力した内容で、健診結果を保存する場合は、画面左の列下側にある『更新する』 

をクリックします。 

入力したデータを更新する 

※入力が途中であっても、その時点の内容で更新されます。 

更新にあたり、入力したデータに対し、
内容の整合性、数値の妥当性等さま
ざまなチェックが実行されます。 

確認が必要な個所がある場合、右図

のような『更新しましたが、まだ確
認中の項目があります』と表示され
ます。 

（確認中の項目の表示・修正について
は次ページで説明します） 

入力内容に問題がない場合は、左下

に『更新しました』と表示されます。 

入力内容のチェック 

入力内容のチェックは、『更新する』をクリックした場合にのみ実行されます。 

更新を忘れると… 

『更新する』のクリックを忘れると、それまで入力した内容が元に戻ったりしますので、何
かを入力したり、入力内容を修正した場合は必ず『更新する』をクリックするよう心がけ
てください。 



入力した内容で、健診結果を保留（請求データに含まない）する場合は、基本情報画面
の下側にある『保留』のチェックボックスをONにして、更新をクリックします。 

入力したデータを保留する 

「保留」チェックボックスにチェックを入れたデータについて保留状態となります。 

更新ボタンを押します 

「請求保留」となったことで、データは入力完了から請求保留中に移動
します。 
 



入力した内容で、健診結果を削除（削除ボックスに入れる）する場合は、基本情報画面
の下側にある『削除』のチェックボックスをONにして、更新をクリックします。 

入力したデータを削除する 

「削除」チェックボックスにチェックを入れたデータについて削除状態となります。 

更新ボタンを押します 

「削除」となったことで、データは入力完了から削除に移動します。 
 



ここでは、更新時のチェックの結果確認が必要と判断された内容を確認することができま
す。 

内容を確認／修正する 

①確認が必要な項目を参照する左側の
『参照』と表示されている部分をクリックする
と、確認が必要な項目が含まれる画面に遷
移します。確認が必要な項目は黄色で表
示され、マウスを近づけると確認内容が表
示されます。修正を行った後、更新してくだ
さい。 

②確認内容を許可する 

測定値等数値の範囲外となっている項目
について、入力内容を許可する場合は、右
側の『許可する』と表示されている部分をク
リックします。 

これにより、許可欄にチェックが付き、入力
内容が許可された状態になります。併せて、
右側の表示が『許可しない』と表示されます。 

③入力内容の『許可』を解除する 

許可が設定されている項目については、画
面右側の表示が『許可しない』 

となっています。この部分をクリックすること
で、許可を解除できます。 

 
  確認項目について 

  入力した内容について、基本的な整合性や測定値の妥当性をチェックしています。 

不用意に『許可する』としてしまうと、請求データが返戻になる可能性が高まります。 

『許可する』とする場合は、その内容を必ず確認したうえで行ってください。 

 

※測定範囲値外の項目の許可については、国が「電子的標準様式」において最大値以上の場
合のHおよび最大値未満のLを設定することを認めているため、その仕様によりデータ作成しま
す。 

 

許可する 

確認・修正する 



①ここまでの入力内容から、
請求を行う項目に補助サイ
ンがでています。 

②定額負担、負担率、上限額、
等の設定がある場合は、ここ
で入力します。 

負担金は入力後の内容で更新
すると、自動計算されます。 

③請求項目及び定額負担、負担率、上限額、負担金等の設定内容から計算した結果が表示されます。 

請求先が２つとなる場合（支払基金と中央会・独自分）はそれぞれの請求額が表示されます。 

全ての確認が終了すると、入力内容に合わせて料金が自動計算されます。 

ここでは、料金の確認方法について説明します。 

料金を確認する 

健診料金と健診項目の考え方 

原則として、健診料金欄でチェックがあった項目について料金及びその結果を支払代行機関
への提出データとして作成します。 

例えば、前立腺がん検診を実施して結果を入力した場合でも、健診料金欄にチェックがない場
合は、結果は提出データとして作成されません 

集合契約Ｂについて 

追加項目（貧血・心電図・眼底・ｸﾚｱﾁﾆﾝ・血清尿酸・血清総蛋白）は契約上存在しないため、
単価も０円で設定されています。 

基本情報の保険区分で「その他の保険」を選択した場合は、健診料金でチェックを入れても０
円で計算され、結果も提出データとして作成されません 

故にＢ契約受診者に市町村実施で追加項目を全員実施する場合等に本システムは対応でき
ません。 

国
保
連 

中央会 
市町村国保・後期高齢の特定健診、県内国保組合・県外国保組合の特定健
診 

国保中央会システム
が提出先となります 

独自 肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診・眼底検査単独 
新潟県独自システム
が提出先となります 

基金 協会けんぽ・健保組合・共済組合等の特定健診 
支払基金が提出先と
なります 



一覧へ戻る 

ウィンドウの右上に表示されている              をクリックする
と、一覧画面へ戻ることができます。その際未更新の情報がある場合
に下図のような確認が表示されます。 

・データを更新して 

画面を閉じる 

ここまで入力した内容で一旦保存
します。 

・データを更新しないで 

画面を閉じる 

ここまで入力した内容をキャン
セルします。 

・一覧画面へ戻る 

 

もとの画面へ戻り、引き続き結果入
力を行います。 

※入力の途中でも、入力を中断して一覧画面へ戻ることができます。 



結果通知書をプリントする 

受診者向けの健診結果通知書の作成について説明します。 

メニューの結果入力をクリックします 

結果通知書をプリントできる
のは[完了]となっている受診
者についてです 

（[確認中]の受診者について
はプリントできません） 

一覧画面で通知書を出力し
たい受診者右端の「印刷」□
をクリックします。 

クリックすると、□が■に変わ
ります、■になっている受診
者の通知書が作成されます 

選択後に一覧下の「特定健
診結果通知出力」ボタンを押
します。 

ブラウザが起動して選択した
受診者の通知書がＰＤＦ
データで作成されます（環境
や件数により時間がかかる場
合があります。） 

パソコンに接続されたプリン
ターで出力してください 

本サービスの通知書は暦年（前回・前々回）での健診結果処理を自動で行います。 

ただし、暦年表示されるのは下記の条件を満たした場合となります。 

本サービス内（SALUS2.0）において、過去の記録と 

「健診機関（番号）」「カナ氏名」「性別」「生年月日」が同一の場合。 

選択した■は再度クリックす
ることで□になります。 

また、一旦結果入力画面を
閉じ（トップなどに移り）、再
度画面を開くと全て□になり
ます。 



請求状況を確認する 

請求の状況の確認について説明します。 

請求年月で抽出することができます 

決済データを提出済みの受診者につ
いて一覧で表示されます。 

メニューの請求状況確認をクリックします 

※請求年月は決済データを国保連合
会・支払基金に提出した年月となりま
す 

■受診者毎に提出済みデータが表示
されます 

■国保連・独自（国保連）・支払基金
の提出機関、金額が表示されます。 

■決済が分割されたデータについて
は左右に分割されたイメージで金額
が表示されます 

項目を並べ替えることができます 

表示されている該当者について、並べ替えを行うことができます。 
表題部分をクリックするとクリックした表題の内容について昇順、再度クリック 
すると降順で表示されます。 

注意：この画面で確認できるのは決済データを国保連・支払基金に提出の受診者です、当月処理中
の受診者は確認できません。 



返戻になったデータを再提出する 

返戻等で請求データの再提出が必要となった場合について説明します。 

提出した請求データについて国保連合会・
支払基金から受付エラー・返戻・過誤として
請求が不履行となるケースがあります。 
そうした場合、既に登録されたデータについ
て指摘された箇所を修正して再度提出する
ことができます。 

請求済みのデータは過去の請求分に入っています。 
該当者のカナ氏名などで検索してデータを呼び出してください 

受付エラー・返戻・過誤の原因となった箇所を修正します。 
修正方法は通常の入力時と同様です、修正が完了したら「更新」ボタンを押して下さい。 

次に健診料金のボタンを押します 



返戻になったデータを再提出する２ 

返戻等で請求データの再提出が必要となった場合について説明します。 

健診料金の画面中に再請求用の項目があります。（初回提出時にはありません） 
下記のサンプルのように請求が分割されているケースでは提出先とそれぞれの料金が表示されています。 
凡例：中央会＝通常の国保連、独自＝国保連の新潟県独自システム、基金＝支払基金 

チェックボックスにチェックを入れたデータについて再提出（請求）状態となります。 
下記のサンプルでは基金分を再提出します。 

更新ボタンを押します 

再提出状態となったことで、データは過去の請求分から入力完了に移
動します。 
 



Ａ契約の場合 

Ａ契約を締結している健診実施機関で、Ａ契約該当者の処理方法について 

「基本情報」画面で、Ａ契約欄にチェックを入れます。 

基本情報でＡ契約の処理を行うと、「健診料金」画面にＡ契約の表示が現れ、Ａ契約の料金設定
が反映されます。 



健診機関マスタを管理する 

マスタを管理すると、入力作業の一部を簡略化することができます。 

以下の項目のマスタを登録・管理できます。 

メニューの健診機関マスタをクリックします。 

項目 登録数 文字数 備考 

医師名 10 32 

頻繁に使用する医師の氏名や診断、フレーズ
等を予め登録しておきましょう。 

医師の意見 10 50 

既往歴（その他） 10 40 

自覚症状（その他） 10 40 

他覚症状（所見） 10 100 

メモ 10 50 

ここで予め登録した項目は、健診結果の入力時にマウス選択するだけで、簡単に
入力することができます。 

各マスタを新規登録・変更した場合は、最後に必ず「更新」
ボタンをクリックしてください。 

登録したい内容を各入力ボックス
に入力します。 



「健診機関マスタ」で、既往歴（その他）のマスタ管理を 

左図のように登録しておきます。 

（参考） 健診機関マスタの使用例 

「結果入力」画面で、既往歴「10．その他」の入力ボックス脇の       ボタンをクリックします。 

別ウインドで「マスタ選択入力」画面が開き、予め登録した既往歴の内容がリストアップされます。 

入力したい内容を選択して、クリックすると、入力ボックスに選択した内容が表示されます。 



パスワードを変更する 

セキュリティ向上のためにパスワードの変更ができます 

トップ画面のパスワード変更をクリック 

現在のパスワードの入力に 
 現在のパスワードを入力します 

新しいパスワードの入力に 

 新しいパスワードを入力します 

新しいパスワードの確認入力に 
 再度、新しいパスワードを入力します 

変更したパスワードは忘れないようお願いします。 



※ 補 足 資 料 集 



法定項目については厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」（確定版）によった 
法定外項目については本サービスの独自仕様とした 

番
号 

項目名 
入力 

最小値 
入力 

最大値 
小数点 

以下の桁数 
単位 備考 

1 身長 100 250 1 cm 

2 体重 20 250 1 kg 

3 BMI 10 100 1 kg/㎡ 

4 腹囲 40 250 1 cm 

5 血圧（収縮期） 60 300 0 mmHg 

6 血圧（拡張期） 30 150 0 mmHg 

7 中性脂肪 10 2000 0 mg/dl 

8 HDLコレステロール 10 500 0 mg/dl 

9 LDLコレステロール 20 1000 0 mg/dl 

10 AST(GOT) 0 1000 0 IU/l 37℃ 

11 ALT(GPT) 0 1000 0 IU/l 37℃ 

12 γ-GT(γ-GTP) 0 1000 0 IU/l 37℃ 

13 空腹時血糖 20 600 0 mg/dl 

14 HbA1c 3 20 1 % 

15 ヘマトクリット値 0 100 1 % 

16 血色素量 0 30 1 g/dl 

17 赤血球数 0 1000 0 万/㎣ 

番
号 

項目名 
入力 

最小値 
入力 

最大値 
小数点 

以下の桁数 
単位 備考 

1 総コレステロール 0 1000 0 mg/dl   

2 随時血糖 20 1000 0 mg/dl   

3 血清クレアチニン 0 20 1 mg/dl   

4 血清尿酸 0 20 1 mg/dl   

5 血清総蛋白 0 100 1 g/dl   

法定項目 

法定外項目 

データ範囲のチェック 

測定値が入力最大値・最小値の範囲外の項目は[許可]とすることにより、国が「電子的標準様式」にお
いて示している最大値以上の場合のHおよび最大値未満のLを設定する。 



 

測定不能について 

  

生理中の方の尿検査や、妊娠中の方の腹囲など、一部「測定不能」としてデータ提出することが認められる
ケースがありますが、その場合は該当項目の入力スペースに「X」（半角英数のエックス）を入力してください。 

「測定不能」として電子データを作成いたします。  

ただし、測定不能として認められるか否か（＝返戻とならないかどうか）は、保険者の判断によります。 

 

未実施について 

  

保険者との契約で必須実施となっている検査については、原則的にすべての結果が記入済みでなければ、
保険者へ電子データとして提出した後に、保険者側のチェックで「返戻」とされる可能性が非常に高いです。 

 しかしながら、やむなく検査を行うことができなかった場合、該当項目の入力スペースに「Z」（半角英数のゼッ
ト）を入力してください。 

「未実施」として電子データを作成いたします。 

ただし、未実施として認められるか否か（＝返戻とならないかどうか）は、保険者の判断によります。 
 

市町村番号・世帯員コードについて 

  

国保連合会より下記仕様での提出を指定されています。 

次の１・２の場合はいずれも、標準的なデータファイルには[市町村番号]＋[世帯員コード（番号）]を格納して
提出。 

※このケースで世帯員コードが未入力の場合は「０」での提出を行います 

  

１．その他の保険（Ｂ契約・Ａ契約）で特定健診と市町村実施の健診（肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診）を
同時に実施した受診者。 

（特定健診と市町村実施の請求が分割されるケース） 

２．市町村実施の健診（肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診）を単独で実施した受診者（肝炎・前立線は新潟
市以外の市町村について） 

  

世帯員コードが必要か否かは実施市町村にお問い合わせ願います。 

 

任意項目について 

  

本マニュアル中で（任意）と記載のある項目は特定健診において国の示す「電子的な標準様式」上に
は存在しない項目であり、国保連・支払基金への提出データにも含まれないため、決済上は入力の必
要がない項目となります。 
 個人記録票上には存在する項目のため、本サービスでは医療機関の管理用として項目を設定しまし
た。 



更新履歴 

09/06/29  

０．はじめる前にの（４）認証を行うに「バージョンファイルのアップデートに失敗しました」の件を追加しました 

  

09/07/02 

０．はじめる前にの（４）認証を行うに「MyVPN USBセキュリティキーを差したままパソコンを終了した場合や再起動を行った場合」を追加しまし
た 

  

血液検査・尿検査の最後に「※２ 血液検査の数値の桁数・入力範囲（上限値・下限値）については巻末の補足資料集をご覧下さい」を追加しま
した 

  

09/07/03 

項目 

修正箇所 

０． 

（１）② 

USBボート → USBポート 

（４） 

文中…認証ボタンのクリックする→ボタンをクリックする 

（４） 

□枠内…myVPN → MyVPN 

２． 

（１）① 

『結果入力はこちらから＞＞』 → 『新規入力はこちらから＞＞』 

（１）② 

登録済みデータの表示する → 登録済みデータを表示する 

（２） 

項目表 

健診区分 → 健診種別 

  

文末の句読点「。」 

（６） 

眼底検査表 実施理由欄 

  

2：…医師診査 → 医師診察 

（７） 

質問票21．生活習慣の改善 2：改善するつもり 

  

（６カ月以内） → （６ヶ月以内） 

（８） 

理学的検査表 

  

触診所見 ３つの所見 → ２つの所見 

  

09/07/07 

２． 

（１）① 

※手順は６ページ → ８ページ 

（２） 

項目表 

 一列「世帯員コード」追加 

（６） 

項目表「貧血検査」「眼底検査」実施理由欄に追加 

 追加健診、生活機能評価検査として実施する場合は入力しないでください。 

  

 

  

09/07/07 

（２）基本情報を入力するの最後に任意項目の考え方をまとめました 

  

09/07/10 

   画像の入れ替え 

   前立腺がん・肝炎の結果入力ページを追加 

  

09/07/10 

 補足資料に市町村番号と世帯員コードの件を追加 

09/07/13 

    理学的検査の所見について追加（選択肢に該当項目がない場合） 

09/07/15 

 健診料金の項目に考え方とＢ契約についてを追加 



8/6 データ範囲のチェックを修正（赤血球数） 
 

10/20 「Ａ契約の場合」・・・新規ページ 

 

     「健診機関マスタを管理する」・・・新規ページ 

       「既往歴／自覚／他覚」「医師の診断／メモ」に追記＆画像入れ替え 

 

     受診券Ｎｏ．検索について、「健診結果を入力する」に追記＆画像入れ替え 

 

10/30 中央会・独自・基金について請求欄に追加 

 

2010年 

04/30 過去データからの引用について追加 

06/18 決済データの再提出について追加 

08/09 フォントの一部を修正 

 

2011年 

06/06 生活機能評価関係の項目を削除 

 

2013年 

04/05 データの保留および削除の項目を追加 


