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１． 目的及び範囲 
１．１ 目的 
本規格書は、医療情報交換規約運用指針 MERIT-9(Medical Record Image Text - Information 

Exchange)の HL7CDA（Clinical Document Architecture） Release２（R2）仕様に準拠した実装規約

を定める。 
 
なお、CDA の目標は、以下のとおりである。 

（１）患者ケア情報の引渡しに重点をおく 
（２）広い適用範囲をもつシステムを低コストで実現できるようにする 
（３）人間が可読な文書の交換を、技術レベルの異なる利用者の間においてもできるようにする 
（４）このアーキテクチャでコード化されたすべての情報の長期保存を促進する 
（５）文書を交換した後の処理アプリケーションの可能性を広げる 
（６）さまざまなドキュメント生成アプリケーションで互換性をもつようにする 
（７）その文書の転送方式や格納のメカニズムとは独立である交換手段を提供する 
（８）すみやかに設計書を提供する 
（９）仕様を拡張しなくても、政策決定者が必要とする情報要求を仕様に反映させることができる 
 
また、上述の目標を考慮にいれて、下記の設計原理を設けている。 

（１）アーキテクチャは、XML 及び HL7RIM と互換性がなければならない 
（２）アーキテクチャの使用への技術的なバリアは、 少化されるべきである 
（３）アーキテクチャは、交換に対するインスタンスの表現を規定する 
（４）アーキテクチャは、文書交換に必要な文書構造及びコンテンツに関する 小限の制約、又は要求

事項を規定する 
（５）アーキテクチャは、より高度な構造テキスト及びコード化されたデータのように細かい粒度の規

格化されたタグが使用可能で、スケーラブルでなければならない 
（６）このアーキテクチャでは、元になる文書の仕様は、関係する医療従事者、業務事業者、仲介者で

合意された制約、及び要求に適合していなければならない 
（７）交換が目的の文書生成、及び文書処理では、その文書定義は、この交換アーキテクチャへマップ

されるべきである 
（８）CDA 文書は、人にとつても可読であるべきである。広く入手可能で、普通の XML 用ブラウザ、

プリントドライバ、及び、標準スタイルシート言語で記述された CDA スタイルシートを用いる 
（９）オープンな標準を使うべきである 
 
 
 

 8 



１．２ 範囲 
CDA Release１は、診療情報を階層的に定義された XML 文書とする規格として 2000 年に HL7 で標

準化された。ヘッダ部とボディ部から構成され、ローカルのタグの拡張を可能にしていたが、HL7RIM
（Reference Information Model）の適用は部分的であった。 
一方、CDA Release２ は、2005 年に、HL7 で標準化され、全面的に HL7RIM に基づくモデルが採

用され、全体の枠組みが HL7V3 の方法論に統一されたことにより、R-MIM モデルから XML スキーマ

への自動的生成や整合性の検証などが、ツールを使用することで可能になった。 
CDA 標準仕様を基に、地域にあった仕様を決定すること（ローカル化）も簡単になり、国際的な標準

に合った日本国内の仕様の制定作業も容易になった。 
本規格書は、診療情報提供書の管理情報、すなわち、提供元（医師）、提供先（医師）、対象者（患者）

提供書内容（要約・詳細）などの詳細な仕様を規定するものであり、本規格書の範囲は、以下のとおり

である。 
 
・CDA は情報システム上での診療情報の交換のために制定された診療文書の標準化である。 
・文書の作成、管理に関する事柄は、この標準では扱わない。 
・CDA 文書のネットワークを介した交換は、HL7 メッセージの使用が前提となっており、CDA の仕様

の中では、直接議論しない。 
・文書内で扱う臨床的なモデルについては、HL7RIM で定義されており、CDA はこれを前提としてい

る。 
・本規格では、HL７CDA Release２ に基づき MERIT-9 での実装のための仕様を規定する。 
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２． 引用及び用語 
２．１ 引用規格 
 

本規格書は、以下の標準規格を、規範的に引用する。 

[1] HL7 Clinical Document Architecture Framework,Release 1.0 
[2] HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 

[3] MERIT-9 version 2 
[4] 医用波形記述規約 PartI V1.01 
[5]  PS 3.10-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 10: Media 
Storage and File Format for Media Interchange 
[6]  PS 3.11-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 11: Media 
Storage Application Profiles 

[7]  PS 3.15-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 15: Security and 
System Management Profiles 

 
データベースシステム、汎用 OS およびファイル保護ソフトを用いた小規模医療施設向け診療情報電子

保存システムの真正性確保のためのガイドライン（Ver.1.00） 
 
本規格書は、以下の文書を参考にした。 
[1] e-MS Clinical Document Architecture Implementation Guide 26 July 2005 

[2]  Implementation Guide for CDA Release 2-Level 1 and 2 Care Record Summary (US realm) 
[3] 厚生省通知「診療録等の電子媒体による保存について」 
[4] 法令による保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒体による保存に関するガイド

ライン｣ 
 
２．２ 用語 
 

２．２．１ 階層的メッセージ定義（HMD：Hierarchical Message Description） 

メッセージ型を定義するメタオブジェクトである。メッセージの要素が、RIMから派生したクラス、ク

ラスの属性かる。単純な属性の値は、HL7V3で定義されたデータ型をとり、複雑な属性は、他のクラス

への参照リンクで表現される。 

  

２．２．２ メッセージ情報詳細モデル（R-MIM: Refined Message Information Model） 

R-MIMは、メッセージ集合に対する要求を表現した情報構造（モデル）である。1つ以上のHMDで必要

とするクラス、クラスの属性、関連、データ型などから構成される。
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３． CDA 規則 
３．１ CDA 文書セクション 
 CDA 文書は CDA ヘッダ部と CDA ボディ部からなり、CDA ボディ部は、３．２で述べるレベルに

従って表現の程度が決められる。 
 
１）CDA ヘッダ部 
CDA ヘッダには文書の識別、種類、記入者、患者等、その文書の特定や提供・対象のための情報（メタ

データ）が含まれる。 
２）CDA ボディ部 
CDA ボディ部には診療情報が記録される。ＨＭＤのリンク構造としては、任意のセクションから構成さ

れ、さらに、セクションは、任意のエントリから構成される。エントリには、他の文書とのリンク情報

やマルチメディア情報を含むことができる。 
  
３．２ CDA 文書レベル 

CDA は診療情報を記述する際に、その内容や構造を規定するための文書仕様の“アーキテクチャ”であ

り、必要に応じて拡張することができる。このアーキテクチャにより、個々の文書レベルの形式を定義

しやすく、かつ相互に利用できるようになる。CDA には CDA Level 1 から CDA Level 3 までの３レベ

ルがある。これらのレベルは段階的に詳細化されており、より高いレベルのアーキテクチャを適用する

と、高度な機械処理が可能で、より強い制約が適用される。 
①CDA Level 1 
 この階層構造の も基本をなすもので、一般的なドキュメントのための仕様である。 
②CDA Level 2 
 CDA Level 1 を詳細化したもので、ドキュメントタイプコードを使って構造や内容をより具体的に規

定している。 
③CDA Level 3 
 CDA Level 2 をさらに詳細化するもので、形式として HL７RIM に基づく、さまざまな診療記述をタ

グで表現したものである。 
 同じ診療内容を、Level 1，Level 2，Level 3 の各レベルの CDA 文書にすることが可能で、それらの

文書間では意味的な違いはなく、機械処理が可能な程度と、CDA 仕様面での記述上の制約の程度のみが

異なる。 
CDA 文書の各セクションは、自由記載のテキスト形式に加えて、タグ付けされた要素に分解された形

式をもつことができる。 
本規格書では、MERIT-9 で用いる Level2、及び、Level3 の詳細仕様を規定する。Level2 の自由記載

の内容から、情報を抽出したものが Level3 の記述内容である。なお、本規格では、Level1 だけの使用

は、想定していない。 
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３．２ 多重度 
各セクションおよび、セクション内のデータ要素に対して、多重度の規則が適用される。多重度は、

要素の繰り返しの 低値と、 大値で示され、０，１，２，，，＊で表現される。＊は、任意の回数繰

り返すことを意味する。形式は、0..1，1..1，0..*，1..*などで表し、以下の意味をもつ。 
  

記述例 セクション又はデータ要素の数

0..1 ０又は１ 

1..1 １ 

0..* ０以上 

1..* 1以上 

2..2 ２ 

 
３．３ 必須･任意･必要（M・O・R） 
セクション内の各セクション及び各データ要素は、必須、任意（オプション）、必要として定義され

る。 
セクション、又は、データ要素が、必須（“M”で表示）のとき、文書の中に、必ず存在しなければ

ならない。もし、存在しなければ、その文書は妥当でなく非適合になる。すべての必須項目に対する多

重度の 少値は、１である。 
 
セクション、又は、データ要素が、必要（“R”で表示）のとき、送信プログラムは、この項目をサポ

ートしなければならない。言い換えれば、データが利用可能なら、その項目が文書の中に含まれなけれ

ばならない。 
もし、多重度の 少値が、０で、データが利用できないならば、この項目は、文書から省略すること

ができ、それでも、適合性は維持される。 
もし、多重度の 少値が、１で、データが利用可能でないなら、空値 NullFlavor として送られること

が要求される。（例えば、情報なし、不詳、非公開、照会なし、照会中、不明などを意味する値） 
 
もし、セクション、又はデータ要素が、任意（“O”で表示）なら、そのセッション、又はデータ要素

は存在しても、しなくてもよい。受け側のアプリケーションは、この項目が文書中にあることを仮定し

てはならない。 
 
セクション、又は、データ要素が、サポートされてなければ、又は、コード化されていない（“X”で

表示）なら、そのセクション、又はデータ要素は、文書中に含まれない。文書中に、その項目が含まれ

れば、非適合になる。つぎの表は、存在し得るレベルの組み合わせを説明したものである。 
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 O3 R3 M3 X3 

O2 ２，３ともO ２はO、３はR ２はO、３はM ２はO、３はX 

R2 ２はR、３はO ２、３ともR ２はR、３はM ２はR、３はX 

M2 ２はM、３はO ２はM、３はR ２、３ともM ２はM、３はX 

X2 ― ２はX、３はR ２はX、３はM ２はX、３はX 

 
 
 
 
 
 
 
３．５ データ型 
  

各データ要素は、その値に付随したデータ型をもつ。以下の表は、本規格で使用するHL7データ型であ

る。 

  

データ型 名称 説明 

AD Postal Address 

住所 

住所を表すデータ型。郵便番号、都道府県、区市群町村、番地などの複数

要素から構成される。 

ANY Any 

任意の型 

すべてのデータ値に適用される基本的な特性を定義。これは、抽象型であ

り、どの具象型に属すことなしには、どの値もデータ値にはならない。す

べての具象型は、この一般的な抽象データ値型の特殊化したものである。

CD Concept Descriptor 

概念記述子 

概念記述子は、通常、コード系で定義されたコードを与えることによりす

べての概念を表現する。概念記述子は、コード化および（1つ以上の）他

の異なるコード系への変換のための基礎を提供するオリジナルテキスト、

又は、フレーズを含むことができる。また、概念記述子は、限定子を含む

ことができる。例えば、“left foot”の概念は、主コード“FOOT”および限

定子“LEFT”からなり、後置型の用語として作られる。特別な場合、概念

記述子は、その概念を記述するオリジナルのテキストだけがあれば、コー

ドを含む必要はない。 

CE Coded with 

Equivalents 

対等コード値 

コード化値（CV）および、（オプションとして）、同じ概念を識別する他

のコード系のコード値をもつコード化されたデータ。代替のコードが存在

するときに使われる。 

CS Coded Simple  

Value 

単純コード値 

単純形式のコード化されたデータで、そのコードが、事前には決定されな

い場合に使われる。コード系、及びコード系のバージョンは、CS値が出現

したコンテキストで固定される。CSは、HL7定義された単純な値の集合を

もつコード化された属性で使われる。 

ED Encapsulated Data 

カプセル化データ  

主に、人間が解釈すること、又は、さらに、HL7以外でのマシン処理を意

図したデータ。これは、異なる標準で定義された、言語でかかれたもの、

マルチメディア、構造化された情報など、さまざまな形式を含む。 
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EN Entity Name 

エンティティ名 

人、組織、場所、又は、ものに対する名前。名前の列、姓、名などからな

る。 

II Instance Identifier 

インスタンス識別

子 

識別子、あるもの、又は、オブジェクトを一意に、識別する。例は、HL7RIM

オブジェクトに対するオブジェクト識別子、診療録番号、指示識別子、サ

ービスカタログ項目識別子、自動車識別番号（VIN）などである。インス

タンス識別子は、ISOオブジェクト識別子を基に、定義される。将来は、

グローバルに一意な識別子（GUID）が、アプリケーションでのインスタ

ンス識別子としてのrootとして使われるようになる。 

IVL Interval 

間隔 

順位をもつ基本データ型の連続的な値の集合。 

すべての順位型は、間隔Intervalの基礎になりうる。基礎になる型が離散か、

連続化は問わない。基礎になるデータ型は、半順序の場合は、間隔のすべ

ての要素は、半順序データ型の全体の順位のサブセットの要素でなければ

ならない。 

ON Organization Name 

組織名 

組織に対する名前。名前の構成要素の列。 

PN Person Name 

人名 

人に対する名前。名前の構成要素（part）の列。Family(姓)、givned(名) 

など。名前のpartは、エンティティ名のpartの制限である。人名に適用で

きるエンティティ名のpartの限定子を利用することができる。エンティテ

ィ名の構造は、人名の形式で、ほとんど決定される。制限がつくことは、

少ない。このデータ型は、混合コンテンツである。 

PQ Physical Quantity 

物理量 

計測の結果を表現する単位次元をもつ量。 

RTO Ratio 

比率 

分数において分子の量を分母の量で割った商として計算された量。分子と

分母の共通の約数は、自動的に消去はされない。このデータ型は、比率を

表現する検査で生成されるタイター量（例えば、“１：１２８”）、及び、

他の量をサポートする。 

SC Character String 

with Code 

コード付き文字列 

オプションとして、コードが付いた文字列。コードが存在するときは、テ

キストは、常に存在しなければならない。コードは、ローカルなコードの

ことが多い。 

ST Character String 

文字列 

文字列は、テキストのデータを表すデータ型である。主に、機械処理を意

図したものである.（例えば、ソーティング、問合せ、指標など）。名前、

シンボル、及び、形式的な式などに使われる。 

TEL Telecommunication 

Address 

電信アドレス 

電話回線で媒介されるリソースに対する、電話番号（音声、又はFAX）、

e-mailアドレス、または、他の番地。番地は、さらに、時間と目的に合わ

せて、どのアドレスを使うか決定するため、time（利用時間）の定義とuse

（利用目的）のコードで限定されたURL(Universal Resource Locator) と

して定義される。このデータ型の中にあるスペースは、正しくないことに
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注意。しかし、このことは、現在、HL7では強制されていない。 

TS Timestamp 

時刻 

時間の軸で、時刻を特定する量。時刻は、通常、カレンダーの表現である。

注：通常のTSは、短縮ができるが、IVL TS (Interval Timestamp)は、完全

な形式であるべきである。 

 

  

３．６ 一般的な制約 

   

３．６．１ 名前空間 

 CDR R2 対する名前空間は、urn:hl7-org:v3 である。CDA の XML インスタンスでは、適切な名前空間

の宣言がなされなければならない。本規格書では、特定の名前空間の使用を要求しない。インスタンス

は、スキーマ宣言を含むべきでない。 
 
L1-1: 本規格で規定する MERIT-9V3 の root の要素は、名前空間 urn:hl7-org:v3 の ClinicalDocument
でなければならない。 
 

<ClinicalDocument xmlns='urn:hl7-org:v3'> 
<typeId extension='POCD_HD000040' root="2.16.840.1.113883.1.3"/> 
<templateId extension='IMPL_CDAR2_LEVEL1-2REF_US_I2_2005SEP' 

root='2.16.840.1.113883.10'/> 
<id extension='999021' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
<code code='34133-9' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' 

codeSystemName='LOINC' displayName='SUMMARIZATION OF EPISODE NOTE'/> 
<effectiveTime value='20050329224411+0500'/> 
<confidentialityCode code='N' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.25'/> 
<languageCode code='en-US'/> 
<title>Good Health Clinic Care Record Summary</title> 
<setId extension='999021' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
<versionNumber value='1'/> 

: 
 
３．６．２ ガイドライン 

CDA ヘッダ内では、つぎの一般的なガイドラインが適用される。 
１．登場するすべての人は、名前をもたなければならない。そして、住所、及び電話等の情報をもつべ

きである。指定された医療提供者は、名前、住所、及び電話等の情報をもたなければならない。ア

ドレス、及び/又は、電話等が不明のときは、空値 nullFlavor を利用して示すことができる。空値の

正当な値は、UNK（不明）、NASK（非照会）、ASKU（照会不詳）、又は、NAV（情報なし）であ

る。 
２．指定された組織も、名前、住所、電話等の情報を持たなければならない。 
３．指定することが必要とされている要素で、名前、住所、又は電話等の情報が不明のときは、その情

報が不明という事実を、要素の nullFlavor 属性の適切な値を用いて表明しなければならない。 
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<assignedEntity> 
  <id extension = ‘3’  root=’1.3.6.4.1.4.1.2835.1’/> 
  <addr nullFlavor = ‘UNK’/> 
  <telecom nullFlavor = ‘ASKU’ use=’WP’/> 
  <assignedPerson> 
      Nname nullFlavor=’NAV’/> 
  </assignedPerson> 
<assignedEntity> 

 
４．すべての日付は、“年月日”まで正確でなければならない。さらに、時間は、可能な限り秒まで正確

であるべきである。 
５．すべての電話番号は、つぎの節で述べる“tel:URL Scheme”で限定された形式を利用してコード化

される。 
 
３．６．３ 電話番号 

仕様の中では、telecom 要素は、さまざまな関係者の連絡先の電話番号を提供しなければならない。 
すべての電話又は FAX 番号は、tel:又は fax:URLschema の限定された形式（RFC2806）でコード化さ

れる。以下に述べる構文で記述される。この形式は、アプリケーション間でのデータ交換を単純化する。 
音声の電話番号は、URLschema の tel:で始まる。画像伝送の FAX 番号は、URLschema の fax:で始

まる。もし、番号がグローバルな電話番号では、＋記号で始まる。その後続は、通常のダイヤル番号か

らなる。また、見やすいようにセパレータを含むことができる。 
 

telephone-url = telephone-schme “:” telephone-subscriber 
telephone-scheme = “tel” | “fax” 
telephone-subscriber = global-phone-number | phone-number 
global-phone-number = “+” phone-number 
phone-number = 1*phonedigit 
phonedigit = DIGIT | visual-separator 
visual-separator = “-“ | “.” | “(“ | “)” 

                                                      
L1-2: 電話番号は、正規表現パターン“tel:╲+?[-0-9().]+”にマッチしなければならない。 
L1-3: 見やすいようにしたセパレータを除いたあとは、少なくとも 1 個の数字（ダイヤル）が、電話番

号の中に存在しなければならない。 
 
不明な電話番号、と不明な e-mail、又は他の電子アドレスとを区別する方法はない。そのため、つぎ

の方法で対処する。 
空値 nullFlavor 属性を使用するすべての telecom 要素は、それらが、本規格で指定することが要求さ

れた電子アドレス要素である場合は、電話番号であると仮定される。その情報が不明の場合は、空値

nullFlavor を使用して表現されなければならない。 
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<telecom nullFlavor=’UNK’ use=’WP’>                                                         

 

 

３．６．４ CDA ヘッダからの情報のレンダリング 

ヘッダ部の情報を、人が確認できるように表示するためにレンダリングすることは任意である。しか

し、レンダリングされない情報は、認証された情報とはならない。したがって、ヘッダの中に、情報を

レンダリングするか、しないかの判断は、他の業務要求と同様、情報の認証が必要かである。ヘッダか

らの情報をレンダリングする際の推奨項目は、以下のとおりである。 
・文書タイトル及び文書日付 
・サービス及び診療タイプ、及び該当する期間 
・役割、関与、関与した期間、識別、住所、及び電話等の情報が付いたすべての人 
・記録対象、生年月日、及び（文書が作成されたときの）年齢 
・役割、関与、関与した期間、識別、住所、及び電話等の情報が付いた選択された組織 
・他の保険及び保証人など 
 
３．７ 参加者に関する制約 
本節では、CDA ヘッダで記述される CDA の参加者 Participants の制約を述べる。CDA R2（Release 

2.0 specfication, section 4.2.2.13）では、さまざまな参加者のシナリオを述べている。同じ人が、いくつ

かの役割で参加することもある。CDA R２.0 仕様に述べられているように、参加者の役割が、それぞれ

挙げられるべきである。 
つぎの表は、CDA R2 文書で表現できる参加者である。各参加者に対して、参加したときの役割を識

別し、各役割をリストする。 
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象 
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報
源 

参
加
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        自分自身の知識、又は、スキルを応用して情報を入力し、ドキュメントを作成

する人、又は、システム。例えば、ノートを口述する医師、様式の上に自分の

健康歴を入力する患者、又は、自動システムへの入力、EKG 装置、すでにデ

ータベース内になる記録された情報を基に、文書を生成する情報システム。 
○        

自身の知識や、又は、スキルを適用するが、新たな情報の追加はしないで、１

つの場所から、他の場所に情報を移す人、又は、システム。例えば、複写、あ

る様式から、ある文書へ情報をコピーする担当者。 
 ○       

文書のある部分に含まれる情報の正確さを確認する人、又は、システム。例え

ば、口述筆記したものを反映した文書内容を、確認する担当者。PHR（個人健

康記録）へ入力した情報が、正しいことを断定する患者、情報が、そのデータ

が、確認されたことを断定する情報システム。 

  ○      

患者の診療チャートに、文書を入力する法的な権利をもち、ある仕方（例えば、

文書へのサイン）で、入力を要望したことを示す。例えば、文書が、完全であ

り、患者チャートに追加可能であることを認証する医療提供者。 
   ○     

文書内の情報を受け取る側の人やシステムで、文書の完成の前に、通知される。

例えば、EHR システムの患者チャート、患者の紹介先の医療提供者などに知

らされる。 
    ○    

文書の作成を要求した人、又はシステム。例えば、PHR システムの表示画面

上のボタンを押すことで、文書の作成が要求されたときの患者。     ○    

そのケア内容が、文書の中に、記述されつつある患者。      ○   
文書内に含まれる情報を提供する人、又は、システム。例えば、子供の容態を

記述する２才の患者の両親、重要なヘルスケア上の出来事の目撃者、自分の症

状を述べる患者など。 
      ○  

その文書内で、ケア内容が記述されている患者に対する過去のヘルスケアを実

施した、ヘルスケア提供者。例えば、過去にケアを実施した専門医。患者の元

の家庭医、前の手術を実施した外科医など。 
       ○ 

どのヘルスケア組織からも何のヘルスケアの役割も与えられていないが、患者

に、追加的な支援を提供する人。例えば、両親、又は、他の家族のメンバ、ケ

ア提供者、患者に臓器を提供した人など。 
       ○ 

その文書内で記述されつつある、患者に提供された、ヘルスケアサービスの支

払いの保証人。例えば、患者の治療費に責任を持つことに合意した家族のメン

バ、雇用主、又は、他の人、組織など。 
       ○ 

ケア内容がその文書内で記述されつつある患者に実施されたヘルスケアサー

ビスに対して支払いを行なう保険の被保険者。例えば、家族メンバ、雇用主（労

働者補償請求）、又は、保険適用者（自動車事故など）など。 
       ○ 

 
参加者は、どの参加者が、同じ人であるかを決定するため CDA R2 への拡張が、附属書 E で記述され

る拡張を使って識別できる。 
診療要約の作成者が、患者、保護者、関連者、又は、患者に対する他のケア提供者であるとき、次の

ステップをとる必要がある。 
多くの場合、参加者と患者の間の関係を記録することが望ましい。CDA R2 スキーマは、直接的には、

これをサポートしていない。しかし、拡張として、附属書 E で記述されている。CDA R2.0 の拡張で、

患者及び関係者の関係を記述する要素をサポートする。 
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３．８ 目的別文書の構成 
 
 本規格は、病院情報システム等から出力され、主に対外的に使用される電子的診療情報について規定

する。以下の目的の文書が想定される。 
･診療情報提供書（紹介状） 
･患者診療情報（セカンドオピニオンを得るために患者に渡される） 
･（患者自身の健康管理のための）診療情報、退院時要約、診断書 
･入院計画書、看護計画書 
･患者に渡されるクリティカルパス 
･官公庁等に提出される資料 
･保険会社等に提出される仕様 

など。 
表 3-1 は、それぞれの目的の文書で、各項目の多重度とレベルごとの“必須･任意･必要”の要求仕様

を示したものである。 
 

表 3-1 目的別文書の構成 
 

節 項目 
診療情報提

供書 
患者診療情

報 
退 院 時 要

約 
診断書 入 院 計 画

書 
看護計画

書 
クリティ

カルパス 
ヘッダ         
４．１ 診療文書(ルート) 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3    
４．２ 情報提供元 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3    
４．３ 文書管理責任者 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3 X    
４．４ データ入力者 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3 X    
４．５ 認証者 0..1X2O3 0..1X2O3 0..1X2O3 X    
４．６ 法定認証者 0..1X2O3 0..1X2O3 0..1X2O3 0..1X2O3    
４．７ 情報提供先 1..1X2M3 X X X    
４．８ 記録対象（患者） 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3 1..1X2M3    
４．９ 情報源 0..*X2O3 0..*X2O3 0..*X2O3 X    
４．１０ 患者関係者 0..*X2R3 0..*X2R3 0..*X2R3 X    
４．１１ 関連文書 0..*X2O3 0..*X2O3 0..*X2O3 X    
４．１２ 許可（委任） X X X X    
４．１３ 退院，転院時の診療要

約 
0..*X2O3 0..*X2O3 0..*X2M3 X    

４．１４ ケア実施 0..*X2O3 0..*X2O3 0..*X2O3 X    
４．１５ オーダ実施 0..*X2O3 0..*X2O3 0..*X2O3 X    
ボディ         
５．１ 目的（区分） 1..1M2O3 1..1M2O3 1..1M2O3 1..1M2O3    
５．２ 連絡（留意）事項 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3    
５．３ 生活習慣/リスク要因

(社会歴) 
0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3    

５．４ 身体所見 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2R3    
５．５ 来院理由／主訴 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2R3    
５．６ 現疾患（診断内容、現

病歴） 
0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2R3    

５．７ 現在の処方（現投与） 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．８ 既往歴 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．９ 手術の既往 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．１０ 画像診断歴 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2R3    
５．１１ 代替治療 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．１２ アレルギー 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3    
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５．１３ 予防接種 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．１４ 検査所見 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2R3    
５．１５ 過去の紹介状、入院歴 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．１６ 家族歴 0..*O2X3 0..*O2X3 0..*O2X3 X    
５．１７ 添付メディア 0..*X2R3 0..*X2R3 0..*X2R3 X    
５．１８ 外部資料 0..*X2R3 0..*X2R3 0..*X2R3 X    
５．１９ 輸血実施区分 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
５．２０ ケアプラン 0..*O2O3 0..*O2O3 0..*O2O3 X    
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４． CDA ヘッダ･セクション 
 
診療情報提供書の各項目を詳細な構成とともに説明する。 
 
４．１ 診療文書 

 
４．１．１ 概要 

診療情報提供書情報は診療情報提供書の開始点となる情報である。ここでは文書管理番号や送付日時

等、当該文書を管理するための情報（監査データ）をもつ。診療情報提供書を Act として、それに参加

する人・物をヘッダに記述する。以下を参加者とする。 
① 紹介元医師 
② 紹介先医師 
③ 患者 
④ 患者関係者 

 
文書タイプとして、紹介状、診断、又は診療要約などの種別をコードで指定する。 

 

４．１．１．１ 地域コード（realmCode） 

地域コードは、任意の要素である。これが存在するとき、それは、特定の制約を受入れた地域を識別

し、大文字の ISO-3166 の国コードでなければならない。つぎの例は、この文書が、日本国内で、導入

された制約であることを示している。 
<realmCode code='JP'/> 

 

４．１．１．２ タイプ識別（ClinicalDocument.typeId） 

タイプ識別は、必要な要素であり、本質的に、コンテンツ上でバージョン識別子として機能する。CDA 
R2 によって導入された制約を識別する。本規格の下では、この値は、以下のように固定される。 

<typeId extension="POCD_HD0000x0" root="2.16.840.1.113883.1.3"/> 

L1-4: typeId 要素の extension 属性は、POCD_HD0000x0 に定義されなければならない。 
 
４．１．１．３ テンプレート識別（ClinicalDocument.templateId） 

テンプレート識別は、任意の要素で、コンテンツ上の制約を導入するテンプレートを識別する。 
つぎの例は、CDA R2 文書が、本規格で規定した特徴を満たすことの宣言の方法を示す。 

<templateId extension='IMPL_MERIT-9_2005SEP' root='2.16.840.1.113883.10' /> 

 
４．１．１．４ 識別子（ClinicalDocument.id） 

文書識別は、必要な要素であり、そのrootが、UUID、又は、OSIのオブジェクト識別子（OID）から
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なるII（Instance Identifier：インスタンス識別子）データ型でなければならない。 
この root は、extension の範囲で一意に識別される。root と extension で一意に文書を識別する。 
<id extension='999021' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 

 
OID を使うことを望む組織は、OID のルートを適切に登録し、識別子で使われる OID の一意性を、

保証しなければならない。 
（参考） 
無料か、相応の料金で、OID ルートを得る多くの手段がある。HL7 は、OID 登録ページを保守してい

る。そこから、組織は、HL7OID ルートの下の OID ルートを要求できる。 
このページは、つぎの URL からアクセスできる。http://hl7.amg-hq.net/oid/frames.cfm 

他にも有益なリソースがあり、下記の場所に、どこからでも無料、又は、小額で登録された OID ルート

を得るための多くの方法がリストされている。 
http://www.dclunie.com/medical-image-faq/html/part8.html#UIDRegistration
OID ルートを得る方法は、この本規格が与える制約ではない。 
 
４．１．１．５ 文書コード（ClinicalDocument.code） 

文書コードは、必要な要素であり、診療文書のタイプを規定する。 
経過ノート文書タイプ（LOINC Document Code 34133-9）又は、それらの下位に位置するどの文書

タイプも、LOINC のサマリ（要約）の CDA ヘッダ中の診療文書コードの値として使うことができる。

本規格でのエピソードは、経過を意味し、それらのコードは、下の表に示される。 
 

LOINC サービスのタイプ ケア施設 研修/専門レベル 
34140-4 紹介状   
11488-4 診察記録   
34133-9 経過ノートの要約 ｛施設｝ ｛医療提供者｝ 
18842-5 ｛施設｝ ｛医療提供者｝ 
11490-0 

退院要約ノート 
｛施設｝ 医師 

28655-9 ｛施設｝ 医療スタッフ（主治医） 
29761-4 ｛施設｝ 歯科医 
34745-0 ｛施設｝ 看護士 
34105-7 病院 ｛医療提供者｝ 
34106-5 

 

病院 医師 
18761-7 ｛施設｝ ｛医療提供者｝ 
28616-1 ｛施設｝ 医師 
28651-8 ｛施設｝ 看護士 
34755-9 ｛施設｝ 重篤治療 
34770-8 

転院・転科要約ノート 

｛施設｝ 一般治療 
 
これらのコードは、2004 年 2 月の LOINC のバージョン 2．12 からの抜粋である。それらは、SCALE

が DOC で、STATUS が DEL でなく、サービスの型が要約である LOINC のサブセットにあたる。 
CDA R2 では、文書タイプ仕様は、LOINC が優先されるボキャブラリであると述べていることに留意。

本規格は、さらに、限定して、MERIT-9V3 に対しては、上に掲げたコードだけを使うことができると定
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める。 
地域固有のコードとしては、さらに、文書階層を洗練化して使うことができる。しかし、それが使わ

れるときは、地域固有タグの中だけに埋め込まれるべきであり、診療文書のコード要素として使われる

べきでない。 
この LOINC 文書の階層は、本規格の下でサポートされているすべての文書タイプコードの完全なリ

ストである。これには、作成者の研修／専門レベル[太字のコード]と、別個に定められたコードも、そう

でないコードも含む。別個に定められた文書タイプコードの使用は、避けるべきである（推奨されない）。

なぜなら、それが、CDA 文書ヘッダで提示される潜在的な情報との重複をもたらすことになるからであ

る。 
しかし、別個に定められた文書コードが使用された場合、そのサービス行為の作成者、又は実施者を

表現するどの値も、LOINC 文書タイプと整合性がとられなければならない。 
 
４．１．１．６ タイトル（ClinicalDocument.title） 

タイトルは、任意の要素であり、この文書が使われるローカルな名称を指す。 
<title>Good Health Clinic Care Record Summary</title> 

 
４．１．１．７ 作成日（ClinicalDocument.effectiveTime） 

作成日は、必要な要素であり、文書の作成日付を指す。このデータの精度は、“年月日”でなければな

らない。電子的に作成された診療要約は、“秒”の精度の effectiveTime をもつべきである。しかし、他

の方法で作成された場合は、例えば、紙形式をファイル化して、電子カルテシステムに転記したときな

どの effectiveTime の精度は、より粗いものになる。 
<effectiveTime value='20050303171504+0500'/> 

 

４．１．１．８ 守秘コード（ClinicalDocument.confidentialityCode） 

守秘コードは、必要な要素であり、文書の守秘性を規定する。本規格では、confidentialityCode のボ

キャブラリに関する、守秘性のある治療、又は、実施などの文書ガイドは提供しない。CDA R2 に適合

する例を以下に示す。 
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> 

 
４．１．１．９ 言語コード（ClinicalDocument.languageCode） 

言語コードは、必要な要素であり、診療要約の言語を規定する。診療要約は、医師、医療提供者、患

者が読める言語にすべきである。言語コードは、存在しなければならない。そして、nn の形式、又は、

nn-CC でなければならない。ここで、nn は、小文字の 2 文字 ISO-639-1 言語コードで、CC は、大文字

の 2 文字 ISO-3166 の国コードである。これは、RFC3066 によって定義された値のサブセットである。 
<languageCode code='en'/> 

 
<languageCode code='ja-JP'/> 
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４．１．１．１０ セット Id（ClinicalDocument.setId） 

セット Id は、任意の要素である。この要素が存在すれば、それは、root が extension の範囲を一意に

識別する UUID、又は、OID であり、extension は、さまざまな文書の集合に対して、root 識別子の範

囲で一意な識別子であるようなデータ型 II でなければならない。そして、versonNumber も、存在しな

ければならない。 
本規格では、診療文書の id と setId の OID の root は同じである必要はない。それらの２つの識別子

は、別個の識別子空間であってもよい。もし、それらの識別子が、OID の root によって定義されるよう

に同じ識別子空間を利用しているなら、ClinicalDocument.id の extension は、Clinical Document.setId
とは区別されなけらばならない。 

<setId extension='999021' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 

 
４．１．１．１１ バージョン番号（CliniclaDocument.versionNumber） 

バージョン番号は、setId が存在しなければ、任意の要素である。setId が存在する場合は、

versionNumber は存在しなければならない。 
<versionNumber value='1'/> 

 
４．１．１．１２ コピー日付（ClinicalDocument.copyTime） 

コピー日付は、CDA R２の中では、重要視されていない。診療要約の適合インスタンスには存在しない。 
 
４．１．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.1.
2.1 

ClinicalDocument
.id  

root  
extension 

文書管理番号： 
文書管理番号発行機関 oid 
文書管理番号 

II 
 

 
 

M:1..1 L1-
5, 
6, 
7, 
8 

4.1.
2.2 

ClinicalDocument
.code  

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

文書タイプ： 
（紹介状、サマリなど） 

CE LOINC: 
Document 
Type 

M:1..1 L1-
9, 
10,
11,
12 

4.1.
2.3 

ClinicalDocument
.title 

 タイトル ST  M:1..1  

4.1.
2.4 

ClinicalDocument
.effectiveTime  

value 作成日時、又は送信日時 TS  M:1..1 L1-
13,
14 

4.1.
2.5 

ClinicalDocument
.confidentialityCo
de  

code  
codeSystem 

守秘識別のレベル CE 
 

HL7: 
Confidentiali
tyCode 

M:1..1 
 

 
 

 24 



要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.1.
2.6 

ClinicalDocument
.languageCode 

 言語コード CS  O:0..1 L1-
15,
16, 
17, 
18 

4.1.
2.7 

ClinicalDocument
.setId 

root  
extension 

セット Id II  O:0..1 L1-
19,
20 

4.1.
2.8 

ClinicalDocument
.versionNumber 

 バージョン番号 IN
T 

 O:0..1 L1-
19 

4.1.
2.9 

ClinicalDocument
.copyTime 

 コピー日付 TS  O:0..1 L1-
20 

 
４．１．３ 制約 

L1-5: id の要素の root 属性は、UUID，又は OID の構文でなければならない。 
L1-6: UUID は、形式 xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx, で、表現されなければならない。ここ

で、各 x は、集合[A-Fa-f0-9]の中の文字である。 
L1-7: OID は、ドッドつき 10 進数記法で表現されなければならない。ここで、各 10 進数は、０か、０

以外の数字ではじまり、形式的には、OID は、形式([0-2])(.([1-9][0-9]*|0))+でなければならない。 
L1-8: OID の長さは、64 文字以下でなければならない。 
L1-9: ClinicalDocument.code:code の値は、適切な LOINC コードのサブセットでなければならない 
L1-10: ClinicalDocument.code:codeSystem は、LOINC の OID でなければならない 
L1-11: ClinicalDocument.code:codeSystemName の値は、あれば LOINC でなければならない 
L1-12: もし、別個に定められた文書タイプのコードが使用されたときは、作者に対するその役割コード、

機能コードは、文書タイプコードと矛盾してはならない。 
L1-13: effectiveTime 要素は、少なくとも、年月日の精度でなければならない。 
L1-14: effectiveTime 要素は、タイムゾーンを持つべきである。（日本国内では、不要） 
L1-15: 言語コード languageCode 要素は、指定されなければならない 
L1-16: 言語コードは、形式 nn, or nn-CC でなければならない 
L1-17: nn 部は、適切な小文字の言語コード（ISO-639-1）でなければならない 
L1-18: CC 部は、あれば、大文字の国コード（ISO-3166）でなければならない 
L1-19: setId が存在すれば、versonNumber も存在しなければならない 
L1-20: setId が存在する場合は、setId の root、及び／又は、extension と id のそれとは異なる。 
L1-21: copyTime 要素は、診療文書の中には存在しない。 
 
４．２ 情報提供元（author） 
４．２．１ 概要 

情報提供元の要素は、存在しなければならない。そして、文書の作成者を表現する。 
ポータル、又は患者が操作するキオスクが、文書を作成するために使われ、そして、エンドユーザ（例

えば、患者）ポータルの文書の中に入力するとき、情報を提供する、ユーザは、assignedAuthor として、
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記録される。さらに、アプリケーション（システム）は、assignedAuthoringDevice として記録されな

ければならない。 
時間の要素は、存在しなければならない。そして、文書の生成における作成者の参加の、開始日時で

ある。これの精度は、少なくとも、年月日でなければならない。 
assignedAuthor 又は assignedAuthoringDevice 要素は、存在しなければならない、そして、文書を

作成する人、又は装置である。 
識別子、名前、電子アドレスは、assignedAuthor に対して提供されなければならない。ポータルアド

レスは、分かれば提供すべきである。 
ケアレコード要約の作成者が、患者、管理者、関係者、患者に対する他のケア提供者であるとき次の

ステップがとられる。その場合、それらの自身の使用、または、ケア提供者の使用のため、ケア記録要

約を作成するために、ポータル又はキオスクが患者によって使用される。 
作成者と患者の、関係を表現するためには、crs:asPatientRelationship を使用しなければならない。これ

は、附属書 E で述べるように CDA R2.0 を拡張したものである。これは、次の例で示される。 
 
<assignedAuthor> 

<id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.933"/> 
<addr> 

<streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
<city>Blue Bell</city> 
<state>MA</state> 
<postalCode>02368</postalCode> 
<country>USA</country> 

</addr> 
<telecom value='tel:(781)555-1212' use='WP'/> 
<assignedPerson> 

<name> 
<prefix>Mrs.</prefix> 
<given>Ellen</given> 
<family>Ross</family> 

</name> 
<crs:asPatientRelationship classCode='PRS'> 

<code code='MTH' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
</crs:asPatientRelationship> 

</assignedPerson> 
</assignedAuthor> 

 
患者、又は他の医師以外の人が、装置を使用して文書の生成を行なった場合は、 
AssignedAuthoringDevice要素が、存在し、その文書の生成に使用した softwareName 要素を与える。

装置の使用は、患者、又は、他の医師でない人が、診療要約を作成するようなときだけではない。例え

ば、患者は、適当な情報を紙の用紙に書き込み、他の人により、装置に入力された場合などである。 
 
４．２．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
4.2. 
2.1 

author.time value 作成日 TS 
 

 M:1..1 L1- 
30, 
31, 
32 

4.2. 
2.2 

author. 
assignedAuthor. 
id 

root 
extension 

情報提供元医師 ID 発

行機関 oid 
情報提供元医師 ID 

II  M:1..1 L1- 
33 

4.2. 
2.3 

author. 
assignedAuthor. 
addr 

 情報提供元（住所） AD  O:0..*  

4.2. 
2.3.a 

author. 
assignedAuthor. 
addr.country 

 国名 AD ISO: 
Country 

O:0..1  

4.2. 
2.3.b 

author. 
assignedAuthor. 
addr.postalCode 

 郵便番号 AD  O:0..1  

4.2. 
2.3.c  

author. 
assignedAuthor. 
addr.state 

 都道府県名 AD  
 

O:0..1  
 

4.2. 
2.3.d 

author. 
assignedAuthor. 
addr.city 

 市区群町村名 AD  O:0..1  

4.2. 
2.3.e 
 

author. 
assignedAuthor. 
addr.streetAddressLine 

 番地 AD  O:0..1  

4.2. 
2.4 

author. 
assignedAuthor. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
34 

4.2. 
2.5 

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name 

 情報提供元医師（氏名） PN  M:1..1  

4.2. 
2.5.a 

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.family 

 漢字姓 PN use=IDE M:1..1  

4.2. 
2.5.b  

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.given 

 漢字名 PN use=IDE M:1..1  

4.2. 
2.5.c  

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.family 

 カナ姓 PN use=SYL O:0..1  

4.2. 
2.5.d  

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.given 

 カナ名 PN use=SYL O:0..1  

4.2. 
2.5.e 

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.family 

 外国人の姓 PN  O:0..1  

 27 



要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
4.2. 
2.5.f 

author. 
assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name.given 

 外国人の名 PN  O:0..1  

 所属組織       
4.2. 
2.6 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
id 

root 
extension 

情報提供元医師の所属

する病院 ID 発行機関

oid 
情報提供元病院 ID 

II  O:1..1  

4.2. 
2.7 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
name 

 情報提供元医師の所属

する病院名称 
（及び診療科名称） 

 

ON  O:1..1  

4.2. 
2.8 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
addr 

 文書管理組織（住所） AD  O:0..1  

4.2. 
2.9 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
telecom 

value 
use 

電話番号,ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

 所属診療科       
4.2. 
2.10 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
asOrganizationPartOf. 
id 

root 
extension 

情報提供元医師の所属

する診療科 ID 発行機

関 oid、診療科 ID 

II  O:0..1  

4.2. 
2.11 

author. 
assignedAuthor. 
representedOrganization. 
asOrganizationPartOf. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

診療科タイプ： 
診療科コード、コード

系、コード系名称、 
診療科名称 

CE MML など O:0..1  

        
4.2. 
2.12 

author. 
assignedAuthor. 
assignedAuthoringDevice. 
softwareName 

 
 

情報提供書を生成した

ソフトウェアの名称 
SC  M:1..1 L1- 

35 

 
 

４．２．３ 制約 

L1-30: atuhor.time は、存在しなければならない 
L1-31: author.time 要素は、すくなくとも年月日の精度でなければならない 
L1-32: author.time 要素はタイムゾーンをもたなければならない（日本国内では、不要） 
L1-33: assignedAuthor.id が、存在しなければならない。 
L1-34: すべての assignedAuthors は、連絡先の電話番号を含むすくなくとも、１つの telecom 要素を、

もたなければならない。 
L1-35: assignedAuthoringDevice が、存在するとき、softwareName 要素は、存在しなければならない。 
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４．３ 文書管理責任組織 （custodian) 
４．３．１ 概要 

管理者の要素は、要求される。その、名前、識別子、電話、及び住所がなければならない。これは、

CRS 文書の管理者でなければならない。 
患者自身が健康維持のために使用する診療要約を作成するシステムは、文書の真正なコピーを維持す

べきである。 
例えば、地域福祉情報組織（RHIO）は、いくつかのソースから情報を集約する。患者が利用できる

PHR（Personal Health Record）システムでは、患者が診療記録の要約を構築することができる。その

ような PHR システムは、文書の真正なコピーを維持管理すべきであり、RHIO は、文書の管理者をおく

べきである。 
 
４．３．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.3. 
2.1 

custodian. 
assignedCustodian. 
represenedCustodianO
rganization.  
id  

root  
extension 

文書管理責任組織 ID 発

行機関 oid 
文書管理責任組織 ID 
（情報提供元病院 ID） 

II 
 

 
 

M:1..1  

4.3. 
2.2 

custodian. 
assignedCustodian. 
representedCustodian
Organization. 
name 

 文書管理責任組織名称 ON  O:0..1 L1- 
44 

4.3. 
2.3 

custodian. 
assignedCustodian. 
representedCustodian
Organization. 
addr 

 文書管理組織（住所） 
 

AD  O:0..1 L1- 
46 

4.3. 
2.4 

custodian. 
assignedCustodian. 
representedCustodian
Organization. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..1 L1- 
45 

 （構造タグ）       
4.3. 
2.5 

custodian typeCode 関与に関する種別 CS voc.xsd: 
ParticipationT
ype（CST） 

M:1..1  

4.3. 
2.6 

custodian. 
assignedCustodian 

classCode 文書管理組織クラス CS voc.xsd: 
(ASSIGNED) 

M:1..1  

 

４．３．３ 制約 

L1-44: custodian.assignedCustodian.represetnedCustodianOrganiation.name 要素が、存在しなけれ
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ばならない。 
L1-45:  custodian.assignedCustorian.representedCustodianOrganization:telecom 要素は、存在し、

電話連絡先を含まなければならない。 
L1-46: custodian.assignedCustodian.representedCustodianOragnization.adder 要素が、存在しなけれ

ばならない。 
 
４．４ データ入力者（dataEnterer） 
４．４．１ 概要 

データ入力者は、任意の要素であり、他の情報源から、この診療要約に情報を転記した人を指す。ポ

ータル及びキオスクシステムでは、多くの情報は患者によって、又は、他の医療提供者でない人により

入力された情報がもとになる。情報を入力する人は、作成者、及びデータ入力者の両方を考えるべきで

ある。 
両者の違いのガイドラインとしては、作成者は、自分自身の解釈を下して、ヘッダ内、又は、文書の

ボディのコンテンツを提供する。一方、データ入力者は、電子的なシステムに情報を入力、追加する。

一人の人が、作成者及びデータ入力者の両方に関与することができる。 
行為者の役割が、自身のスキルに基づく知識、又は、アプリケーションからの情報の入力であるなら、

それらの行為者は、作成者として表示されるべきである。 
一人の行為者が、他の行為者に情報を提供するような場合、新しい情報を加工したり、理由づけたり、

又は、アルゴリズム的に生成したりする 2 番目の行為者も、自分自身の知識、又はスキルに基づき情報

を作成する作成者である。しかし、この決定は、第 1 の行為者である作成者の決定とは独立である。行

為者の役割が、情報を１つの情報源から、他の情報源に転送するならば、（例えば、紙から、電子システ

ムへの複写又は、転記）、その行為者は、データ入力者として記録されるべきである。 
  時間は、任意の要素であり、データ入力の開始時間を提示する。もし、その要素が存在すれば、それ

は、少なくとも、“年月日”の精度でなければならない。住所と電話の要素は、任意である。しかし、こ

の要素に対しては、名前は必要である。 
<dataEnterer> 

<time value='20050329222451+0500'/> 
<assignedEntity> 

<id extension='2' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
<assignedPerson> 

<name> 
<prefix>Mrs.</prefix> 
<given>Bernice</given> 
<family>Wiseman</family> 

</name> 
</assignedPerson> 

</assignedEntity> 
</dataEnterer> 

 
４．４．２ データ要素 
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要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.4. 
2.1 

dataEntere. 
time  

 入力日付 TS 
 

 
 

M:1..1 L1-
36, 
37 

4.4. 
2.2 

dataEntere. 
aasignedEnitiy. 
id 

root  
extension 

データ入力者識別 ID II  O:1..*  

4.4. 
2.3 

dataEntere. 
assignedEntity. 
addr 

 データ入力者（住所） AD  O:0..1  

4.4. 
2.4 

dataEntere. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..*  
 

4.4. 
2.5 

dataEntere. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 データ入力者（氏名） PN  M:1..1 L1-
38 

 （構造タグ）       
4.4. 
2.6 

dataEntere typeCode 入力者に関する種別 CS voc.xsd: 
ParticipationT
ype（ENT） 

M:1..1  

4.4. 
2.7 

dataEntere 
assignedEntity 

classCode 入力者の役割クラス CS voc.xsd: 
(ASSIGNED) 

M:1..1  

 

４．４．３ 制約 

L1-36: すべてのデータ入力者 dataEntere、時間要素は、少なくとも、“年月日”の精度でなければなら

ない。 
L1-37: すべてのデータ dataEntere.time の要素は、タイムゾーンをもたなければならない。（日本国内

では不要） 
L1-38: すべてのデータ入力者 dataEntere の要素は、 
名前の要素（assignedEntity.assignedPerson.name）持つ。 
 
４．５ 認証者 （authenticator） 
４．５．１ 概要 

認証者は、任意の要素である。認証者は、文書の情報の正確さを検証する参加者である。 
住所 addr、電話 telecom、及び assignedPerson の名前 name の要素が、存在しなければならない。 
 

４．５．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.5. 
2.1 

authenticator. 
time  

 認証日付 TS 
 

 
 

M:1..1  

4.5. 
2.2 

authenticator. 
id 

root  
extension 

認証者識別 ID II  O:1..*  
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要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.5. 
2.3 

authenticator. 
assignedEntity. 
addr 

 認証者（住所） AD  O:0..1 L1-
15 

4.5. 
2.4 

authenticator. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
56 

4.5. 
2.5 

authenticator. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 認証者（氏名） PN  O:0..1 L1-
57 

 （構造タグ）       
4.5. 
2.6 

authenticator  typeCode 認証者の種別 
 

CS voc.xsd: 
x_autheticator 
（AUTHEN） 

M:1..1  

4.5. 
2.7 

authenticator. 
intendedRecipient 

classCode 認証者の役割種別 
 

CS voc.xsd: 
x_authenticat
orRole 
(ASSIGNED) 

M:1..1  

 
４．５．３ 制約 

L1-55: 認証者の要素の assignedEntity.addr の要素は、存在しなければならない。 
L1-56: assignedEntity.telecom の要素は、存在しなければならない。その値は、連絡先の電話番号を含

む。 
L1-57: assignedPerson(有資格の担当者)の名前の要素は、存在しなければならない。 
 
患者、又は、他の医師以外の人が、診療要約を生成することを許す個人診療録（PHR）のような自動

化したシステムでは、認証許可への特別の配慮を払うべきである。なぜなら、さまざまな情報源から発

生した情報は、医師以外には検証できない情報を含むことができるからである。 
 
４．６ 法定認証者（legalAuthenticator） 
４．６．１ 概要 

legalAuthenticator は、文書の法定認証（署名）者であり、任意な要素である。診療要約は、地域の

方針に基づき、法的な認証が行なわれる前に発行することができる。作成者、又は、監査者が、法的な

認証の適切な資格審査委員会として設置されていれば、この要素は、存在すべきである。 
法定認証者の行為は、地域の規則で決まる法定認証者に委譲された特権を要求する。患者、又は、他

の医師以外の人が作成した診療要約文書の場合は、この特権は、その作成者にはない。しかし、すべて

の診療要約は、適切な資格が与えられた法定認証者を置くべきである。 
地域の方針によっては、診療要約を生成する装置やシステムに法的な認証の機能を委譲することも選

択できる。この場合、法定認証者は、装置やシステムでなく文書に責任を持つ人でなければならない。

電話 telecom 及び住所 addr の要素、法定認証者 legalAuthenticator の要素が存在しなければならない。

資格をもつ役割が付与された担当者 assignedPerson の名前も同様である。 
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４．６．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.6. 
2.1 

legalAuthenticator. 
time  

 認証日付 TS 
 

 
 

M:1..1  

4.6. 
2.2 

legalAuthenticator. 
id 

root  
extension 

法定認証者識別 ID II  O:1..*  

4.6. 
2.3 

legalAuthenticator. 
assignedEntity. 
addr 

 法定認証者（住所） AD  O:0..1 L1-
53 

4.6. 
2.4 

legalAuthenticator. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
52 

4.6. 
2.5 

legalAuthenticator. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 法定認証者（氏名） NP  M:1..1 L1-
54 

 （構造タグ）       
4.6. 
2.6 

legalAuthenticator  typeCode 法定認証者の種別 
 

CS voc.xsd: 
x_legalAuthe
ticator （LA） 

M:1..1  

4.6. 
2.7 

legalAuthenticator. 
intendedRecipient 

classCode 法定認証者の役割種別 
 

CS voc.xsd: 
x_legalAuthe
nticatorRole 
(ASSIGNED) 

M:1..1  

 
４．６．３ 制約 

L1-52: すべての legalAuthenticator 又は assignedEntity（法定認証者、有資格者）の要素は、連絡先

電話番号を含む、少なくとも１つの telecom 要素をもつ。 
L1-53: すべての legalAuthenticator 又は assignedEntity（法定認証者、有資格者）要素は、住所 addr
要素をもつ。 
L1-54: legalAuthenticator 又は assignedEntity 又は assignedPerson（法定認証者、有資格者、有資格

担当者）要素が、存在しなければならない 
 
 
４．７ 情報提供先 （informationRecipient） 
４．７．１ 概要 

情報提供先は、任意である。診療の紹介状、又は、要求のコンテキストで使われるとき、これは、文

書が作成された時点での情報の意図した受け手である。意図した受け手は、また、患者の、健康チャー

トである場合は、receivedOrganization のチャートの管理者でなければならない。 
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４．７．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.7. 
2.1 

informationRecipient. 
intendedRecipient. 
id 

root  
extension 

情報提供先医師 ID 発行

機関 oid 
情報提供先医師 ID 

II  M:1..1  
  

4.7. 
2.2 

informationRecipient. 
intendedRecipient. 
addr 

 情報提供先（住所） AD  O:0..1 L1- 
51 

TEL 4.7. 
2.3 

informationRecipient. 
intendedRecipient.  
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
50 

4.7. 
2.4 

informationRecipient. 
intendedRecipient. 
informaitionRecipient. 
name 

 情報提供先医師（氏名） PN  O:0..1 L1- 
48 

4.7. 
2.5 

informationRecipient. 
intendedRecipient. 
receivedOrganization. 
id 

root 
extension 
 

情報提供先病院 ID 発行

機関 oid 
情報提供先病院 ID 

ON  O:1..1  

4.7. 
2.6 

informationRecipient. 
intendedRecipient. 
receivedOrganization. 
name 

 情報提供先病院名称 
（及び診療科名称） 

ON  O:1..1 L1- 
49 

 提供先診療科       
4.7. .informationRecipient. 

intendedRecipient. 
receivedOrganization. 
asOrganizationPartOf. 
id 

root 
extension 

情報提供元医師の所属

する診療科 ID 発行機関

oid、診療科 ID 

II  O:0..1  
2.7 

4.7. 
2.8 

.informationRecipient. 
intendedRecipient. 
receivedOrganization. 
asOrganizationPartOf. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

診療科タイプ： 
診療科コード、コード

系、コード系名称、 
診療科名称 

CE MML など O:0..1  

 （構造タグ）       
4.7. 
2.9 

informationRecipient typeCode 情報提供先の種別 
 

CＳ voc.xsd: 
x_information 
Recipient 
（PRCP） 

M:1..1  

4.7. 
2.10 

informationRecipient. 
intendedRecipient 

classCode 情報提供先の役割種別 
 

CＳ voc.xsd: 
x_information 
RecipientRole 
(ASSIGNED) 

M:1..1  

 
４．７．３ 制約 

L1-47: 少なくとも、１つの intendedRecipient.informationRecipient, 
 又は、intendedRecipient.recievedOraganization が存在しなければならない。（日本国内における患者

診療情報の場合は不要） 
L1-48: すべての informationRecipient 要素は、名前の要素をもつ。 
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L1-49: すべての recievedOraganizatin 要素は、名前の要素をもつ。 
L1-50: すべての意図した情報提供先は、少なくとも、１つの telcom 要素をもつ、連絡先電話番号を含

む 
L1-51: すべての意図した情報提供先は、addr 要素をもつ。 
 
４．８ 記録対象（患者）(recordTarget) 
４．８．１ 概要 

記録対象（患者）は、要求される要素であり、それらの健康歴が、この診療要約文書でよって記述さ

れた、患者、又は、患者集合でなければならない。 
郵便住所、及び、連絡電話番号の addr 及び telcom 要素は存在しなければならない。もし、不明、又

は、利用できないなら、陽に、空値 nullFlavor を使用して記述されなけばならない。誕生日 birthTime、
及び性別（administrativeGenderCode）が存在しなければならない。もし、不明なら、空値 nullFlavor
を使用して表現されるべきである。性別に対する値は、HL7 の性別ボキャブラリから引用されるべきで

ある。婚姻状況、人種、エスニックグループ要素は、任意である。(日本国内では、使用しない) 
それらが存在するなら、それらは、適当な HL7 ボキャブラリを使用してコード化されるべきである。 
保護者の要素は、患者が子供のときは、存在すべきである。 

 
４．８．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブ

ラリ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
4.8. 
2.1 

recordTarget. 
patientRole. 
id 

root 
extension 
assigning- 
Authority 
Name 

患者 ID発行機関oid 
患者 ID 
発行機関名称 

M9: 
II 
 

 R:0...1  
 

4.8. 
2.2 

recordTarget. 
patientRole. 
id 

root 
extension 
assigning- 
Authority 
Name 

保険番号等： 
患者 ID発行機関oid 
患者 ID 
発行機関名称 

M9: 
II 

 O:0..*  

4.8. 
2.3 

recordTarget. 
patientRole. 
addr 

 患者（住所） AD  O:0..1 L1- 
23 

4.8. 
2.4 

recordTarget. 
patientRole. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
24 

4.8. 
2.5 

recordTarget. 
patientRole. 
patient. 
name 

 患者（氏名） PN  M:1..1  

4.8. 
2.6 

recordTarget. 
patientRole. 
patient. 
administrativeGenderCode 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

患者の性別： CE HL7: 
JMIX: 

R:1..1 L1- 
26 
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブ

ラリ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
4.8. 
2.7 

recordTarget. 
patientRole. 
patient. 
birthTime 

value 生年月日 TS  R:1..1 L1- 
25 

4.8. 
2.8 

recordTarget. 
patientRole. 
patient. 
guardian. 
addr 

 保護者（住所） AD  O:0..* L1- 
23 

4.8. 
2.9 

recordTarget. 
patientRole. 
patient. 
guardian. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
24 

4.8. 
2.10 

recordTarget. 
patientRole. 
patient.  
guardian. 
name 

 保護者（氏名） PN  O:0..*  

 （構造タグ）       
4.8. 
2.11 

recordTarget typeCode 
contextControl 
code 

記録対象の種別 CS voc:xsd: 
RCT 
OP 

M:1..1  

4.8. 
2.12 

RecordTarget. 
patientRole 

classCode 対象患者の種別 CS voc:xsd 
PAT 

M:1..1  

 
４．８．３ 制約 

L1-22: 少なくとも、１つの recordTarget.patientRole 要素が存在する。 
L1-23: recordTarget.patientRole 要素は、住所をもつ。 
L1-24: 連絡先の電話番号を提示する recordTarget.patientRole 要素をもつ。 
L1-25: patient.birthTime 要素は、存在する。 
L1-26: patient.adminstrativeGenderCode 要素は、存在する。 
 
４．９ 情報源 （informant） 
４．９．１ 概要 

情報源は、任意の要素であり、診療要約での情報の発生元を記述する。情報源の要素が存在した場合

は、いつも名前の要素が要求される。 
それが、相互関係であれば、関係のタイプは、relatedEntity:classCode で定義されなければならない。

そして、CON、PRS、又は PROV であるべきである。それらの値は、役割クラスのボキャブラリである。 
情報源は、assignedEntity 又は、 relatedEntity を通じて、情報源と患者との関係を与える。情報源

と患者との関係を記述するために、 assignedPerson 及び relatedPerson 要素は、拡張要素

crs:asPatientRelationship を含むべきでない。 
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４．９．１．１ 役割が付与されたヘルスケア提供者 

情報源が、ある役割を付与されたヘルスケア提供者のときは、assignedEntity 要素を用いて表現され

なければならない（例えば、急性のケア施設内で発生した 近の重要なヘルスケア上の出来事について

の情報を提供する介護支援者）。 
 
<!-- To represent a healthcare provider with a specific assigned healthcare role 
that can be identified by the author and authoring system. 
--> 
<informant> 

<assignedEntity> 
<id extension='3' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.2'/> 
<assignedPerson> 

<name> 
<prefix>Dr.</prefix> 
<given>Bernard</given> 
<family>Wiseman</family> 
<suffix>Jr.</suffix> 

</name> 
</assignedPerson> 

</assignedEntity> 
</informant> 

 
４．９．１．２ 患者関係者 

患者と人間関係をもつ情報源は、relatedEntity で表現されなければならない。その場合は、

relatedEntity.classCode の値は、PRS(人 )でなければならない。さらに、特定の人間関係は、

personalRelatshipRoleType ボキャブラリを用いて関係する entity.Code で定義されなければならない。 
 

<!-- To represent personal relation that provides information about a patient --> 
<informant> 

<relatedEntity classCode='PRS'> 
<code code='MTH' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
<relatedPerson> 

<name> 
<prefix>Mrs.</prefix> 
<given>Abigail</given> 
<family>Ruth</family> 

</name> 
</relatedPerson> 

</relatedEntity> 
</informant> 

 

 
４．９．１．３ 患者と関係をもたない人  

患者とは、それまで人的関係がなく、特定の役割をもたない情報源（例えば、重要なヘルスケアの立

会い人など）を記録するためには、relatedEntity.classCode の値は、CON に設定されているべきである。

ただし、relatedEntity.code の要素は、存在すべきでない。 
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<!-- To represent a witness to a signicant health event --> 
<informant> 

<relatedEntity classCode='CON'> 
<relatedPerson> 

<name> 
<prefix>Mr.</prefix> 
<given>Joseph</given> 
<given>T.</given> 
<family>Jones</family> 

</name> 
</relatedPerson> 

</relatedEntity> 
</informant> 
 

 
４．９．１．４ 役割が付与されていないヘルスケア提供者 

患者へのヘルスケア提供者の情報源（例えば、文書のコンテキスト中で、特別な役割をもたない患者

プライマリケア提供者）は、relatedEntity 要素を使って表現される。relatedEntity.classCode の値は、

PROV に設定される。 
その値が存在するなら、relatedEntity,code の値も、存在すべきであり、ヘルスケア提供者のタイプを

示す。ヘルスケアの専門サブタイプ階層（SNOMED CT 概念 ID:112226609）の中にある概念を表す

SNOMED CT の値でなければならない。 
 

<!-- To represent a healthcare provider in a healthcare role without an assigned 
role known or representable to the author. The example below represents a 
physician who was the patient's primary care provider. 
--> 
<informant> 

<relatedEntity classCode='PROV'> 
<code code='59058001' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96'/> 
<relatedPerson> 

<name> 
<given>Jane</given> 
<family>Queen</family> 
<suffix></suffix> 

</name> 
</relatedPerson> 

</relatedEntity> 
</informant> 

 

 
４．９．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
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要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.9. 
2.1 

informantChoice. 
assignedEntity. 
addr 

 情報源１(住所) AD  O:0..1 L1- 
40 

4.9. 
2.2 

informantChoice. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

4.9. 
2.3 

informantChoice. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 情報源１（氏名） PN  O:0..1 L1- 
39 

 情報源 2      L1-
40 

4.9. 
2.4 

informantChoice. 
relatedEntity. 
effectiveTime 

 発生日付 TS  O:0..1  

4.9. 
2.5 

informantChoice. 
relatedEntity. 
code 

code 
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

患者との関係を表す

コード 
CE PersonlaRelat

ionshipRoleTy
pe 

O:0..1 L1- 
41, 
42, 
43 

 informantChoice. 
relatedEntity. 
addr 

 情報源 2（住所） AD  O:0..1  

4.5. 
2.7 

informantChoice.relate
dEntity.telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
 

4.9. 
2.8 

informantChoice. 
relatedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 情報源 2（氏名） PN  O:0..1 L1-
39 

 (構造タグ)       
4.9. 
2.9 

informant typeCode 情報源であることを

示す種別 
CＳ ‘’ voc.xsd: 

x_informant 
（INF） 

M:1..1  

4.9. 
2.10 

informant. 
infomantChoice. 
RelatedEntity 

classCode 患者関係者であるこ

とを示す役割種別 
CＳ voc.xsd: 

x_informant 
RelatedEntity 
(‘RoleClassMu
talRelationshi
p’ ) 

M:1..1 L1- 
41, 
42, 
43 

 
４．９．３ 制約 

L1-39: 情報源は、名前 assignedEntity.assignedPerson.name 又は､名前 
RelatedEntity.relatedPerson.name をもたなければならない。 
L1-40: 情 報 源 は 、 assignedEntity.assignedPerson.crs:asPatientRelatioship 要 素 、 又 は 、

relatedEntity.relatedPerson.crs:asPatientRelatiosnship をもつべきでない。（拡張部分） 
L1-41: relatedEntity:classCode が、PRS であるとき、relateEntity.code の値は、 
PersonRelatsionshipRoleType ボキャブラリのコードでなければならない。 
L1-42: relatedEntity:classCode が、CON であるとき、relatedEntity.code は、存在すべきでない 
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L1-43: relatedEntity:classCode は、PROV で、relatedEntity.code が存在するときは、その値は、

SNOMED CT に適合するものとする 
 
４．１０ 患者関係者（participant） 
４．１０．１ 概要 

この要素は、両親、親せき、ケア提供者、保険契約者、保証人、及び他の関係者を含む、患者に何ら

かの関係をもつ関係者をリストするのに使われる。 
また、要約される治療経過（エピソード）の間に、ヘルスケアを実施するヘルスケア提供者について

の情報に対しては、以下の、documentationOf 要素のセクッションを参照のこと。 
一般に、関係者の時間要素は任意であるが、それが存在すれば、参加者が行なった行為の時間の間隔

を示す。例として、保険契約者の場合は、参加時間は、書かれた保険契約の有効期間である。 
ヘルスケア提供者、又は、支援者、又は組織に対して、それは、ケア又は、サポートが提供される時

間の間隔を示す。 
本規格では、参加者の functionCode の使用については何も規定しない。地域の施策は、どのようにこ

の要素を実装で使うべきかを決定する必要がある。参加者のアドレス及び連絡先、及び、電話番号が要

求される。もし、与えられた患者に対して scopingOrganization の要素があれば、名前、住所、及び電

話連絡先の情報が、存在しなければならない。 
 

参加者 型コード ParticipatinEntity 
/classCode 

ボキャブラリ コメント 

近親者 IND NOK PersonalRelationshipRoleType 個人的な関係がなけれ

ばならない 
緊急連絡先 IND ECON PersonalRelationshipRoleType 個人的な関係がなけれ

ばならない 
被保険者 HLD POLHOLD  保険契約者組織が必要 
保証人/保護者 IND GUAR   

他の支援者、支援組織 IND PRS PersonalRelationshipRoleType 個人的な関係がなけれ

ばならない 
 

４．１０．１．１ 支援者又は組織 

支援者又は組織の typeCod 属性は、IND で、participatingEntity.classCode は、PRS、NOK、又は

ECON の値をもたなければならない。 
もし、participationEntity.classCode が、PRS なら、支援者、又は組織、及び患者との人間関係は、

personalRelatohnshipRoleType ボキャブラリドメインを参照した値を用いて、participationEntity.code
要素で、表現されなければならない。 

緊急連絡先、又は、親戚などの支援者は、それぞれの役割を演じる参加者として記録されるべきであ

る、 
 
４．１０．１．２ 支払者 

参加者としての、被保険者を表現するために、typeCode 属性は、HLD にセットされるべきである。
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そして、participatingEntity.classCode は、POLHOLD の値をもつべきである。保証人を表現するため

に、typeCode 属性は、IND にセットされ、participatingEntity.classCode は、GUAR の値をもたなけ

ればならない。 
表現された参加者が、被保険者のとき、scopingOrganization 要素が、存在しなければならない。そし

て、保険契約書の発行者を表現する。 
<participant typeCode='HLD'> 

<time> 
<low value='20050101'> 
<high value='20051231'> 

</time> 
<associatedEntity classCode='POLHOLD'> 

<code code='PHFAMDEP' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.1095'/> 
<!-- To show that the policy holder is the patient, the above 

would be: 
<code code='SELF' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.111'/> 
--> 
<id extension='123456789' 

root='00000000-0000-0000-0000-000000000000'/> 
<addr> 

<streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
<city>Blue Bell</city> 
<state>MA</state> 
<postalCode>02368</postalCode> 
<country>USA</country> 

</addr> 
<telecom value='tel:(999)555-1212' use='WP'/> 
<associatedPerson> 

<name> 
<prefix>Mr.</prefix> 
<given>Kenneth</given> 
<family>Ross</family> 

</name> 
</associatedPerson> 
<scopingOrganization> 

<addr> 
<streetAddressLine>3191 Broadbridge Avenue</streetAddressLine> 
<city>Stratford</city> 
<state>CT</state> 
<postalCode>06614-2559</postalCode> 
<country>USA</country> 

</addr> 
<telecom value='tel:(203)555-1212' use='WP'/> 
<name>Good Health Insurance Company</name> 

</scopingOrganization> 
</associatedEntity> 

</participant> 
 
<participant typeCode='IND'> 

<associatedEntity classCode='GUAR'> 
<addr> 

<streetAddressLine>17 Daws Rd.</streetAddressLine> 
<city>Blue Bell</city> 
<state>MA</state> 
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<postalCode>02368</postalCode> 
<country>USA</country> 

</addr> 
<telecom value='tel:(999)555-1212' use='WP'/> 
<associatedPerson> 

<name> 
<prefix>Mr.</prefix> 
<given>Kenneth</given> 
<family>Ross</family> 

</name> 
</associatedPerson> 

</associatedEntity> 
</participant> 

 
４．１０．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.10. 
2.1 

participant. 
participatingEntity. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

患者関係者の種別 
 

CE 
 

HL7: 
Personal 
Relationship 
RoleType 

R:0...1 L1- 
64 

4.10. 
2.2 

participant. 
participatingEntity. 
addr 

 関係者（住所） AD  O:0..* L1- 
58 

4.10. 
2.3 

participant. 
participatingEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
59 

4.10. 
2.4 

participant. 
participatingEntity. 
associatedPerson. 
name 

 関係者（氏名） PN  O:0..*  

 患者関係組織      L1- 
66 

4.10. 
2.5 

participant. 
participatingEntity. 
scopingOrganization. 
id  

root  
extension 

患者関係組織 ID 発行機関

oid 
関連組織 ID 
 

II 
 

 
 

O:0..1 L1- 
60 

4.10. 
2.6 

participant. 
participatingEntity. 
scopingOrganization. 
name 

 関係組織名称 ON  O:0..1 L1- 
60 

4.10. 
2.7 

participant. 
participatingEntity. 
scopingOrganization. 
addr. 

 患者関係組織（住所） AD  O:0..1 L1- 
61 

4.10. 
2.8 

participant. 
participatingEntity. 
scopingOrganization. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
62 

 （構造タグ）       
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.10. 
2.9 

participant typecode 関係者の種別 CS Voc:xsd: 
Participation 
Type 

M:1..1 L1- 
63, 
65, 
66 

4.10. 
2.10 

participant. 
participatingEntity. 

classCode 患者関係者の役割クラス CS voc:xsd: 
RoleClass 
Associative 

M:1..1 L1- 
63, 
64, 
65 

 
４．１０．３ 制約 

L1-58: associatedEntity.addr 要素がなければならない。 
L1-59: 参加者の連絡番号を含む associatedEntity.telecom 要素は、存在しなければならない。 
L1-60: 名前 name 要素は、scopingOrganization 要素の中に、存在しなければならない。 
L1-61: 住所 addr 要素は、scopingOrganization 要素の中に、存在しなければならない。 
L1-62: 電話 telecom 要素は、連絡先電話番号を含む scopingOrganizaton 要素の中で、存在しなければ

ならない。 
L1-63: participant:typeCode が、IND の場合、participationEntity:classCode は、PRS、NOK、ECON
又は、GUAR でなければならない。 
L1-64: participantingEntity:classCode が、PRS、NOK 又は、ECON のとき、participationEntity.code
は、personalRelationshipRoleType ドメインから引用された値として存在しなければならない。 
L1-65: participant:typeCode が、HLD のとき、participatingEntity:classCode は、POLHOLD でなけ

ればならない。 
L1-66: participant:typeCode が、HLD のとき、participatingEntity.scopingOrganizaiton が、存在しな

ければならない。 
 
４．１１ 関連文書 (relatedDocument) 
４．１１．１ 概要 

４．１１．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.11. 
2.1 

relatedDocument. 
parentDocument. 
id  

root  
extension 

文書管理番号： 
文書管理番号発行機関 oid 
文書管理番号 

II 
 

 
 

M:1..1  

4.11. 
2.2 

relatedDocument. 
parentDocument. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

関連文書の文書コード CE LOINC: 
DocumentType 

M:1..1  

4.11. 
2.3 

relatedDocument. 
parentDocument. 
text 

 関連文書の説明 ED  M:1..1  

 （構造タグ）       
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要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.11. 
2.4 

relatedDocument typeCode 関連文書のタイプ CS voc.xsd: 
x_ActRelationsh
ipDocument 

M:1..1  

 
４．１１．３ 制約 

 
４．１２ 許可（委任）（Authorization） 
これらの要素、任意である。本文書は、許可の要素の発信についてのガイダンスは提供しない。 
 
４．１３ 退院，転院時の診療要約（ComponentOf） 
４．１３．１ 概要 

診療要約文書が、退院時要約、又は、転院時要約のとき、構成要素 ComponentOf が要求され、そし

て、患者の退院前、又は、転院前の診療について記述する。他の場合は、この要素は任意である。 
診療に対する識別を表現する encompassingEncounter の Id 要素は、存在しなければならない。 
診療が行なわれた期間、又は、時点を、表現する有効時間 effectiveTime が、存在しなければならない。

含まれる診療の有効時間は、診療要約によって記述される期間よりも、短いものである。含まれる診療

は、より長い期間の診療所訪問に関する診療要約を記述する。このより長期の期間は、documentaionOf
要素の下で、使われた有効時間 effectiveTime 要素で記録される。 

encounterParticipant 要素は任意である。もし、それが存在すれば、診療での参加者だけを表現し、

ケア全体の治療経過（エピソード）を表現する必要はない。(documentationOf、又は、関係者 participant
のセクションの関連した情報を参照)。 

責任組織 responsibleParty は、任意である。もし、それが存在すれば、診療に責任をもつ組織だけを

表現し、ケア全体のエピソードをカバーする必要はない。 
 
４．１３．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.13. 
2.1 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
id 

root  
extension 

退院、転院時の診

療を識別 
CE 
 

HL7: 
 

R:0...* L1- 
80 

4.13. 
2.2 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
effectiveTime 

 開始、終了日時 IVL  M:1..1 L1- 
81 

4.13. 
2.3 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
dischargDispositonCode 

 退院時処置 CE  O:0..1 L1- 
82 

 責任機関       
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.13. 
2.4 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
responsibleParty. 
assignedEntity. 
addr 

 責任機関（住所） AD  O:0..1 L1- 
86 

4.13. 
2.5 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
responsibleParty. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
87 

4.13. 
2.6 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
responsibleParty. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 責任機関担当者

（氏名） 
PN  O:0..1 L1- 

88 

 診療従事者       
4.13. 
2.7 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
addr 

 診療従事者（住

所） 
AD  O:0..1 L1- 

83 

4.13. 
2.8 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
84 

4.13. 
2.9 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 診療従事者（氏

名） 
PN  O:0..* L1- 

85 

 診療代表組織       
4.13. 
2.10 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
id 

root  
extension 

代表組織 ID 発行

機関 oid 
代表組織 ID 
 

II 
 

 
 

O:0..1 L1- 
60 

4.13. 
2.11 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
name 

 代表組織名称 ON  O:0..1 L1- 
60 

4.13. 
2.12 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
addr 

 代表組織（住所） AD  O:0..1 L1- 
61 
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.13. 
2.13 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
62 

4.13. 
2.14 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant. 
time 

 関与した期間 IVL  O:0..1  

 施設       
4.13. 
2.15 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
serviceProvide 
Organization. id  

root  
extension 

施設 ID 発行機関

oid 
施設 ID（病院 ID） 

II 
 

 
 

M:1..1  

4.13. 
2.16 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
serviceProvide 
Organization. 
name 

 施設名称 ON  O:0..1  

4.13. 
2.17 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
serviceProvide 
Organization. 
addr 

 施設（住所） AD  O:0..1  

4.13. 
2.18 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
serviceProvide 
Organization. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

4.13. 
2.19 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
location.name 

 施設内名称 EN  O:0..1  

4.13. 
2.20 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location. 
healthCareFacility. 
location.addr 

 施設内（住所） AD  O:0..1  

 （構造タグ）       
4.13. 
2.21 

componentOf typeCode 退院，転院時の
診療 

CS COMP M:1..1 L1- 
79 

4.13. 
2.22 

componentOf. 
encompassingEncounter 

classCode 診療行為 CS ENC M:1..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.13. 
2.23 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
responsibleParty. 
assignedEntity 

typeCode 責任機関 CS participationType 
(RESP) 

M:1..1  

4.13. 
2.24 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
encounterParticipant 
assignedEntity 

typeCode 診療従事者 CS x_Encounter 
Participant 

M:1..1  

4.13. 
2.25 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
location 

typeCode  診療場所 CS ParticipationTarget 
Location（LOC） 

M:1..1  

4.13. 
2.26 

componentOf. 
encompassingEncounter. 
locaton. 
healthCareFacility. 

classCode ヘルスケア施設 CS RoleClassSerrvice 
DeliberyLocation 
(SDLOC) 

M:1..1  

 
４．１３．３ 制約 

L1-79: 診療要約が、退院、又は転院要約であるなら、componentOf 要素が必要である。 
L1-80: encompassingEncounter 要素は、id 要素をもたなければならない。 
L1-81: encompassignEncounter 要素は、有効時間 effectiveTime 要素をもたなければならない。 
L1-82:ClinicalDocument.code:value が、退院要約ノートを表現するなら、dischargeDispositionCode
が存在しなければならない。 
L1-83: encounterParticipant.assignedEntity 要素は、住所 addr 要素をもたなけれならない。 
L1-84: encounterParticipant.assignedEntity 要素は、連絡先、電話番号を表現する、電話 telecom 要素

を、もたなければならない。 
L1-85: encounterParticipant.assignedEntity 要素は、少なくとも、１つの役割が与えられた有資格の人

assignedPerson、又は、代表組織 representedOrganization が存在しなければならない。 
L1-86: responsibleParty.assignedEntity 要素は、住所 addr 要素をもたなければならない 
L1-87: responsibleParty.assignedEntity要素は、連絡先電話番号の電話 telecom要素をもつべきである。 
L1-88: responsibleParty.assignedEntity 要素は、少なくとも、１つの assignedPerson 又は、

representedOrganization の要素の存在をもつべきである。 
 
４．１４ ケア実施（DocumentationOf） 
４．１４．１ 概要 

診療要約は、ケア提供者が実施した治療の経過を要約した文書である。ケア提供者の行為は、サービ

スイベントとして特定される。そのケア提供で行なわれた一連の診療行為は、その要約文書のボディに

記述される。 
例えば、退院要約は、病院での診療を示すコードで表現される。このコードは、施設コード、又は診

療コードとは異なるが、文書タイプ、診療タイプ、資格をもつ組織、参加する医療提供者の認可など他

の関連する概念と整合性がなければならない。 
 一般的なコード値は、HL7 で定義されるが、地域固有のコード値は、地域の事情により拡張する必要
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がある。外部のボキャブラリは、現在、この概念をサポートしていない。 
documentaionOf 要素内では、高々１つのサービスイベント要素が存在する。このイベントは、ケア

提供のいくつかの形式を表し、提供されるケアのタイプは、さらに、serviceEvent.code の要素で詳細が

記述される。 
本規格では、このイベントの記述に使うためのボキャブラリについて特別の勧告はしない。しかし、

それが存在すれば、srviceEvent.code の値は、ClinicalDocuemnet.code と矛盾してはならない。 
（詳細については、CDA R２仕様の“サービスイベント”４.２.３.３節を参照のこと）。 
サービスイベントに対する実施日は、文書化される経過（エピソード）の要約が関係する期間をカバ

ーする。このイベントが、いくつかの診療にわたる場合には、それぞれの時期、それぞれの参加者、そ

れぞれの実施者が記述されなければならない。要約文書では、その文書の内容に関して開始と終了の日

付を、それぞれ明記する。 
ケア提供の診療が継続中である（治療中である）場合は、その経過(エピソード)の要約は、必然的に、

ケア提供で現在まで起こった問題をカバーするだけである。 
診療要約の生成の実装では、何が、要約された診療経過（エピソード）であるかを発見するのに注意

を払うべきである。例えば、患者が生まれてから現在までの健康歴を、診療経過（エピソード）の記入

様式に書き込むときなど。 
serviceEvent は、少なくとも１つの実施者を持つべきである。まれなケースとして、どの実施者もリ

ストされない場合がある。例えば、情報が、患者によって提供されないか、又はできない場合である。

実施者の要素は、要約される診療経過に関連する医療提供者を列挙すべきである。 
 
医療提供者が、その期間における患者のプライマリケア提供者であるなら、performer.functionCode

は、ParticipationFunctinon ボキャブラリドメインの値 PCP を持たねばならない。 
患者は、また、自己ケアにおいては、ケア提供者の実施者であることもある。医療提供者の特定のタ

イプは、performer.assignedEntity.code の中にリストされる。 
そのタイプが存在すれば、その値は、医療ケア専門サブタイプ階層（SNOMED CT 概念 ID：

223355009）から導出された概念を利用して SNOMED CT からの引用でなければならない。 
各実施者に対する有資格のエンティティは、少なくとも、１つの assignedPerson 又は、

representedOrganization を含まなければならない。 
また、連絡先の住所、及び電話の情報を提供する要素、addr 及び telecom を含まなければならない。 
一般に、実施者要素の時間要素は、任意である。しかし、存在すれば、それは、どのヘルスケアサー

ビスが提供された時間をカバーする間隔を示す。 
もし、representedOregaization 要素があれば、与えられた assignedEntity の名前、住所、電話の連

絡先情報が、常に、存在しなけばならない。 
 
<documentationOf> 

<serviceEvent classCode='PCPR'> 
<effectiveTime> 

<low value='19600127'/> 
<high value='20050329'/> 
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</effectiveTime> 
<performer typeCode='PRF'> 

<functionCode code='PCP' codeSystem='2.16.840.1.113883.5.88'/> 
<time> 

<low value='1998'/> 
<high value='2005'/> 

</time> 
<assignedEntity> 

<id extension='1' root='1.3.6.4.1.4.1.2835.1'/> 
<code code='59058001' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96' 

codeSystemName='SNOMED CT' displayName='General Physician'/> 
<addr> 

<streetAddressLine>21 North Ave</streetAddressLine> 
<city>Burlington</city> 
<state>MA</state> 
<postalCode>01803</postalCode> 
<country>USA</country> 

</addr> 
<telecom value='tel:(999)555-1212' use='WP'/> 
<assignedPerson> 

<name> 
<prefix>Dr.</prefix> 
<given>Bernard</given> 
<family>Wiseman</family> 
<suffix>Sr.</suffix> 

</name> 
</assignedPerson> 

</assignedEntity> 
</performer> 

</serviceEvent> 
</documentationOf> 

 
４．１４．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
4.14. 
2.1 

documentationOf. 
serviceEvent. 
id 

root  
extension 

サービスイベン

トの実施を識別 
 

CE 
 

 
 

R:0...*  
 

4.14. 
2.2 

documentationOf. 
serviceEvent. 
effectiveTime 

 実施開始、終了

日時 
IVL.TS  M:0..1 L1- 

68, 
69, 
70 

4.14. 
2.3 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
functionCode 

 実施者機能 CE  O:0..1  

4.14. 
2.4 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
time 

 実施日時 IVL.TS  O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.14. 
2.5 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
addr 

 実施者（住所） AD  O:0..1 L1- 
73 

4.14. 
2.6 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
74 

 実施者       
4.14. 
2.7 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
assignedPerson. 
name 

 実施者（氏名） PN  O:0..1 L1- 
72, 
75 

 ケア提供組織       
4.13. 
2.15 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
id  

root  
extension 

組織 ID 発行機

関 oid 
施設 ID（病院

ID） 

II 
 

 
 

M:1..1 L1- 
72 

4.13. 
2.16 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
name 

 組織名称 ON  O:0..1 L1- 
76 

4.13. 
2.17 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
addr 

 組織（住所） AD  O:0..1 L1- 
77 

4.13. 
2.18 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity. 
representedOrganization. 
telecom 

value 
use 

電話番号, 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:,  
fax:, 
mailto: 

O:0..* L1- 
78 

 （構造タグ）       
4.14. 
2.8 

documentationOf. typeCode ケア実施 CS DOC M:1..1 L1- 
67 

4.14. 
2.9 

documentationOf. 
serviceEvent 

classCode サービス CS ACT M:1..1  

4.14. 
2.10 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer 

typeCode 実施者 CS ServiceEvent 
Performer 

M:1..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.14. 
2.11 

documentationOf. 
serviceEvent. 
performer. 
assignedEntity 

typeCode 実施者詳細 CS (SNOMED-CT) 
 

M:1..1 L1- 
71 
 

 

４．１４．３ 制約 

L1-67 ただ１つの ClinicalDocument.documetationOf 要素が、存在しなければならない 
L1-68: serviceEvent 要素の実施日は、存在しなければならない 
L1-69: 実施日は、１つだけの下位要素（開始日)を含まなければならない。この下限要素は、精度、又は、

タイムゾーンに関して制限はない。（日本国内では、タイムゾーンは不要） 
L1-70: 実施日は、１つだけの上位要素（終了日）を含まなければならない。この上限要素は、精度、又

は、タイムゾーンに関して制限はない。（日本国内では、タイムゾーンは不要） 
L1-71: performer.assigneEntity.code が、もし存在すれば、SNOMED CT の、ヘルスケア専門サブタイ

プ階層から引用された値を持たなければならない。 
L1-72: すべての performer.assignedEntity 要素は、すくなくとも、１つの assignedPerson 又は、

representedOrgaization をもつ。 
L1-73: すべての performer.assiengedEntity は、addr 要素をもつ 
L1-74: すべての peromer.assignedEntity 要素は、連絡先電話番号である telecom 要素をもつ。 
L1-75: すべての gerformer.assignedEntity の assignedPerson 要素は、名前 name 要素をもたなければ

ならない。 
L1-76: name の要素は、performer.assignedEntity.representedOrganization 要素の中に存在しなけれ

ばならない。 
L1-77: addr 要素は、perfomer.assignedEntity.representedOrganization 要素の中に存在しなければな

らない。 
L1-78:telecom要素が、存在しなければならない。performer.assignedEnity.represetntaedOreganization
の中に、連絡先の電話番号を含む 
 
４．１５ オーダ実施（InfullfillmentOf） 
４．１５．１ 概要 

これらの任意の要素は、本文書の中で記述されたサービスの実施イベントによって遂行される（全体

又は、部分に）重要なオーダを記述する。 
例えば、重要なオーダは、紹介状であり、そして、治療経過（エピソード）の要約は、部分的に、こ

の紹介状で達成される。 
 
４．１５．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

（MERIT-9） 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
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要素名 属性 内容 
（MERIT-9） 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
4.11. 
2.1 

inFulfilmentOf. 
priorOrder. 
id  

root  
extension 

オーダ番号： 
オーダ管理番号発行機関 oid 
オーダ管理番号 

II 
 

 
 

M:1..*  

4.11. 
2.2 

inFulfilmentOf. 
priorOrder. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

オーダ種別コード CE LOINC: M:0..1  

4.11. 
2.3 

inFulfilmentOf. 
priorOrder. 
priorityCode 
 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

オーダの緊急度 CE  M:0..1  

 （構造タグ）       
4.11. 
2.4 

inFulfilmentOf. typeCode オーダ実施 CS FLFS M:1..1  

 
４．１５．３ 制約 
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５．CDA ボディ・セクション 
 

ボディ部は診療情報提供書の内容（要約・詳細）を各セクション毎に記述する。各セクションでは、そ

れぞれの内容と関連する添付資料について記述する。 
 
（１）ボディの構造 
診療要約は、struccturedBody 又は nonXMLBody 要素をもつ必要がある。この要素のコンテンツは、

文書の人間が読めるテキストを作り出す。この情報は、セクションの中に作られ、サブセクションをも

つことができる。それらのセクションの順番は、実装が、ローカルな要求に合致するように、さらに、

現在の実現をサポートするために、本規格では、記述されていない。 
 
非 XML ボディ要素は、実際の CDA コンテンツを、又は、URL による、それへの参照を、又は、そ

の両方を含むことができる。 
<component> 

<nonXMLBody mimeType='text/plain'> 
<reference value='http://www.anyhospital.org/aDocument.txt'/> 

This is where the text would go. 
</nonXMLBody> 

</component> 
 
非 XML ボディの使用は、要求を排除するものではなく、その要求されるコンテンツは、ここで述べ

るカテゴリに従った、明確に識別可能なセクションで表現される。 
 
（２）構造化されたボディ 

structuredBody 要素が、本規格の、L２の制約に適合することを示すために、CDA インスタンスが、

以下のように、templateID 要素を含むことができる。 

<component> 
<structuredBody> 

<templateId extension="IMPL_CDAR2_LEVEL1-2REF_US_I2_2005SEP" 
root="2.16.840.1.113883.10"/> 

: 
. 

</ structuredBody > 
</component> 

 
追加のセクション、又は、サブセクションは、地域の方針に従って、ドキュメントセクション階層の

どこにも必要な場所に挿入できる。 
すべてのセクションは、LOINC を用いて、コード化されるすべきである。診療要約のコンテンツ内の

セクション及びサブセクションは、タイトルをもつべきである。 
診療要約に適合した L２での、セクション要素は、１つの空でないタイトルを持つべきである。 
L２の適合性では、すべてのセクション要素が存在する文書のボディ内に、コードをもち、ある空白で

 53 



ないテキスト、又は１つ以上のサブセクションをもたなければならない。そのテキストの目的が、その

情報が、不明であることを示すためであっても。 
 
L2-1: cda:section 要素は、cda:code element. を持たなければならない。 
L2-2: cda:section 要素は、すくなくとも、１つの cda:text 要素を、又は、１つ以上の cda:component 要
素を含まなければない。 
L2-3: すべての cda:text 又は、cda:component は、コンテンツを含まなければならない  
 

カテゴリ R/O コード 表示名称 病歴等 退院時 
11450-4 問題リスト/症状経過 (PROBLEM LIST) ○  
11348-0 既往歴 (HISTORY OF PAST ILLNESS) ○  
11535-2 退院時診断 (HOSPITAL DISCHARGE DX)  ○ 

病状 R 

X-HADX 入院時診断 (HOSPITAL ADMISSION DX)  ○ 
10155-0 アレルギー歴 (HISTORY OF ALLERGIES)   アレルギー

及び過敏症 
R 

11382-9 薬剤アレルギー (MEDICATION ALLERGY) ○  
10160-0 処方歴 (HISTORY OF MEDICATION USE) ○  
10183-2 退院時処方 (HOSPITAL DISCHARGE MEDICATIONS)  ○ 

薬剤処方 R 

X-MCA 入院時処方 (MEDICATIONS ON ADMISSION)   
入院後経過  8648-8  入院後経過 (HOSPITAL COURSE)  ○ 

X-RFVCC 来院の理由/主訴  
(REASON FOR VISIT/CHIEF COMPLAINT) 

  

29299-5  来院の理由 (REASON FOR VISIT)   

来院理由 O 

10154-3 主訴 (CHIEF COMPLAINT) ○  
紹介理由 O X-RFR 紹介の理由 (REASON FOR REFERRAL)   
連絡事項 R X-ALRT 連絡、注意事項（ALERT INFORMATION） ○  
事前指導 O X-ADVDI

R 
事前の指導 (ADVANCE DIRECTIVES)   

現病歴 O 10164-2 現病歴 (HISTORY OF PRESENT ILLNESS) ○  
機能歴 O 10158-4 機能状態歴 (HISTORY OF FUNCTIONAL STATUS) ○  
家族歴 O 10157-6 家族の病歴  

(HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES) 
○  

社会歴 O 29762-2 社会歴 (SOCIAL HISTORY) ○  
予防接種 O 11369-6 予防接種歴 (HISTORY OF IMMUNIZATIONS) ○  
手術歴 O 10167-5 外科手術歴 (HISTORY OF SURGICAL PROCEDURES) ○  

11346-4 外来歴 (HISTORY OF OUTPATIENT VISITS) ○  診療歴 O 
11336-5 入院歴 (HISTORY OF HOSPITALIZATIONS) ○  

系統別観察 O 10187-3 系統別観察 (REVIEW OF SYSTEMS) ○  
10210-3 全身状態、身体所見 (GENERAL STATUS, PHYSICAL 

FINDINGS) 
○  

10184-0 退 院 時 の 身 体 所 見  (HOSPITAL DISCHARGE 
PHYSICAL) 

 ○ 

8716-3 生命徴候、身体所見  
(VITAL SIGNS、PHYSICAL FINDINGS) 

○  

身体所見 O 

X-FV 生命徴候、(VITAL SIGNS, FETUS)   
11493-4 退院時の治験要約  

(HOSPITAL DISCHARGE STUDIES SUMMARY) 
 ○ 治験及び報

告 
O 

X-SS 治験要約 (STUDIES SUMMARY)   
ケアプラン O 18776-5 治療計画 (TREATMENT PLAN) ○ ○ 
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（３）情報の表現形式 
同様の情報（例えば、現病歴、又は入院歴など）を含むセクションは、文書の中で、同様の表現形式

を使うべきである（例えば、リスト、表）。 
例えば、もし、表形式が、現病歴のセッションで使われ、入院歴のセッションが存在するなら、それを

記述するセッションでも、それが使われるべきである。 
 
（４）退院時、又は、転院時の要約 
退院時、又は、転院時の要約は、入院経過を記述するセクションを含まなければならない。このセクシ

ョンは、入院中に提供したケアの経過を記述する。L２適合の退院時、又は転院時要約は、このセクショ

ンに対して LOINC コード 8648-8 HOSPTITAL COURSE を用いる。 
 
L2-9: 退院時、又は、転院時の要約である L２適合 CRS は、、コード値 8648-8 内のセクションを含む。 
 
（５）紹介状 
紹介状は、他の医療機関に、必要なケアを受けるために患者、及び診療に関する情報とともに、紹介す

る。 

 

５．１ 目的（区分）（Purpose） 
５．１．１ 概要 

診療要約は、紹介前のエピソードを文書化するのに使われる。このユースケースをサポートするため

に、紹介状の理由、目的を指すセクションを含むことができる。 
このセクションが存在すれば、このセクションは、なぜ、患者が、他の医療提供者に紹介されるかを

述べる。そして、これは、診療要約で文書化された来院の理由とは区別される。 
（例えば、来院の理由が、検診で、しかし、紹介状の理由が、その検診の結果のフォローアップのこと

もありうる）。 
 
５．１．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.1. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
目的の記載を示すコー

ド 
 

CE M9： 
T0029 
（ 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.1. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“目的” 

ST  M:1..1  

5.1. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.1. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 理由： 
紹介状の理由 

ED  O:0..1  

5.1. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
priorityCode 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

緊急度コード： CE  O:0..1  

5.1. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  
 

O:0..1  
 

5.1. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明 ANY  O:0..1  

5.1. 
2.8 
 

component.section. 
entry.observation. 
participant. 
participantRole. 
playingPlayingEntity. 
name 

 他の診療を行なってい

る医療提供者のリスト。 
EN  O:0..*  

5.1. 
2.9 

component.section. 
entry.observation. 
participant. 
participantRole. 
playingPlayingEntity. 
desc 

 各医療提供者が行なっ

ている、それぞれの診療

の理由。 

ED  O:0..*  

 （構造タグ）       
5.1. 
2.10 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

  

5.1. 
2.11 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が、実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを識

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation 
_X 

M:1..1  

5.1. 
2.12 

component.section. 
entry.observation. 
participant 

typeCode 参加の種類、その参加に

関連した役割を演じる

エンティティが、関連す

る行為と、どのような関

連をもつかの区別する

コード。 

CS Voc.xsd: 
Paticipation 
Type 

  

 

 

５．１．３ 制約 

L２-13: 診療要約の L２に適合する紹介状の理由を記述した、セクションのコードは、X-RFR(REASON 
FOR REFERRAL)になる。 
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<component> 
<section> 

<code code='X-RFR' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' /> 
<title>Reason for Referral</title> 
<text>Follow-up care for Ankle Sprain</text> 

</section> 
</component> 
 
５．２ 連絡（留意）事項 （Alert） 
５．２．１ 概要 

このセクションには、連絡事項、留意事項について記述する。このセクションに対する LOINC セク

ションタイプコードは、X-ALRT（ALERT INFORMATION）である。 
 
５．２．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.2. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
連絡事項の記載を示す

コード 
 

CE （ＬＯＩＮＣ： 
X-ALRT） 

M:1..1  

5.2. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“連絡事項” 

ST  M:1..1  

5.2. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.2. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 連絡事項のタイプ。 
（暴力行為など） 

ED  O:0..1  

5.2. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 患者のチャートで、 初

に記録された日。 
IVL.TS  O:0..1  

5.2. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  
 

O:0..1  
 

5.2. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
留意事項の内容 

ANY  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.2. 
2.8 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

  

5.2. 
2.9 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを区

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  
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５．２．３ 制約 

 
５．３ 生活習慣／リスク要因（社会歴）（Social History/Risks） 
５．３．１ 概要 

このセクションは、関連する社会歴（生活習慣／リスク要因）を記述し、関連する日付を示すべきで

ある、又は、追加のコメントを提示する。このセクションに対する LOINC セクションタイプコードは、

29762-2 (SOCIAL HISTORY).である。 
 
５．３．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.3. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
生活習慣 /リスク要因

の記載を示すコード 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.3. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“生活習慣 /リスク要

因” 

ST  M:1..1  

5.3. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.3. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 リスク要因のタイプ。 
（喫煙、アルコール依

存、薬物依存など） 

ED  O:0..1  

5.3. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 患者チャートで、リス

ク要因の期間。 
IVL.TS  O:0..1  

5.3. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  
 

O:0..1  
 

5.3. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
リスク要因の内容 

ANY  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.3. 
2.8 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.3. 
2.9 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 

５．３．３ 制約 
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５．４ 身体所見 （General status, Physical findings/ Examination Measurements） 
５．４．１ 概要 

このセクションは、患者の身体所見からの関連する情報を含むすべきである。患者のバイタルサイン

も、このセクションに記述する。このセクションに対する LOINC セクションタイプコードは、8716-3 
(VITAL SIGNS／PHYSICAL FINDINGS)である。 
 
５．４．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.4. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
身体所見の記載を示す

コード 
 

CE LOINC： M:1..1  

5.4. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“身体所見” 

ST  M:1..1  

5.4. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.4. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

身長を指すコード CD LOINC:8302-2 
M9: 

O:0..1  

5.4. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 身長を計測した日。 IVL.TS  O:0..1  

5.4. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type 
value 
unit 

身長値及び単位 ANY  O:0..1  
 

        
5.4. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

体重を指すコード CD LOINC:3141-9 
M9: 

O:0..1  

5.4. 
2.8 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 体重を計測した日。 IVL.TS  O:0..1  

5.4. 
2.9 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type 
value 
unit 

体重値及び単位 ANY  O:0..1  
 

        
5.4. 
2.10 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

脈を指すコード CD LOINC:11328-2 
M9: 

O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.4. 
2.11 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 脈を計測した日。 IVL.TS  O:0..1  

5.4. 
2.12 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type 
value 
unit 

脈数及び単位 ANY  O:0..1  
 

        
5.4. 
2.13 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

血圧を指すコード CD M9: O:0..1  

5.4. 
2.14 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 血圧を計測した日。 IVL.TS  O:0..1  

5.4. 
2.15  
 

component.section. 
entry.observation. 
entryRelationship. 
Observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

Diastolic 血圧又は、

systolic 血圧かを指す

コード。 

CE  O:0..1  

5.4. 
2.16  

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type 
value 
unit 

血圧値及び単位 ANY  O:0..1  
 

 （構造タグ）       
5.4. 
2.17 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.4. 
2.18 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

5.4. 
2.19 

component.section. 
entry.observation. 
entryRelationship 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.4. 
2.20 

component.section. 
entry.observation. 
entryRelationship. 
observation 
 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 
 
５．４．３ 制約 

L2-22: L２適合 CRS での患者のバイタルサインを提示するセクションに対する LOINC セクションのコ

ードは、8716-3 (VITAL SIGNS／PHYSICAL FINDINGS)である。 
 
５．５ 来院理由／主訴（Reason For Vist/ ChiefComplaint） 
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５．５．１ 概要 

これらのセクションは、患者の（来院の理由、及び／又は患者の主訴）理由を記述する。情報は、医

療提供者が与えた来院の理由の記述と、それとは別に患者自身の言葉で、患者の主訴を記録したものの

２つのセクションに分割される、又は、２つの情報は、地域の要求に従って両方の目的を果たす１つの

セクションで記録できる。 
CRS に適合する L２では、２つの方法の１つを扱うことができる、地域の要求で、主訴、及び、記録

された来院に対する来院の理由を、別に記録する必要がある場合、さらに、LOINC コード 29299-5 
REASON FOR VIST, 及び 10154-3 CHIEF COMPLAINT が、それらを記録するために使われる。 

もし、主訴、及び、来院の理由が、記録されるなら、LOINC コード X-RFVCC が使われる。後者のコ

ードを使用した CRS は、前者のコードは使わない、また、その逆もそうである。 
 
５．５．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.5. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
来院理由・主訴の記載を

示すコード 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1 L2- 
10 

5.5. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“来院理由／主訴” 

ST  M:1..1  

5.5. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

 （構造タグ）       
5.5. 
2.23 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.5. 
2.24 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを区

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation 
_X 

M:1..1  

 
５．５．３ 制約 

L2-10:L２適合 CRS で、来院の理由を記述した、セクションのセクションタイプコードは、X-RFVCC 
(REASON FOR VIST/CHIEF COMPLAIN), 又は 29299-5 (REASON FOR VISIT).のいずれかである。 
 
L2-11: 患者の主訴を記述するセクションに対する、セクションタイプコードは、X-RFVCC(REASON 
FOR VISIT/CHIEF COMPLAINT), 又は 10154-3 (CHIEF COMPLAINT)のいずれかである。 
 
L2-12: CRS に適合する L２で、コード値 X-RFVCC (REASON FOR VIST/CHIEF COMPLAINT)をも
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つセクションを含むものは、コード値 29299-5 (REASON FOR VISTI) 又は 10154-2 (CHIIEF 
COMPLAINT).のセクションは含まない。 
 
 
５．６ 現疾患（診断内容、現病歴）（Active Problem List/ History of Present Illness） 
 
５．６．１ 概要 

このセクションには、所見（診療要約）、症状経過を含む現疾患（診断内容、現病暦）について記述す

る。このセクションに対する LOINC セクションタイプコードは、10164-2 (HISTORY OF PRESNET 
ILLNESS)、又は、11450-4（(PROBLEM LIST)である。 

 
<component> 

<section> 
<code code='11450-4' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' /> 

<title>Conditions</title> 
<text> 

<table border='1'> 
<thead><tr><th>Problem</th><th>Date</th><th>Comments</th></tr></thead> 
<tbody> 

<tr><td>Cholecystitis</td><td>9/28/2002 - 6/2003</td><td>Resolved</td> 
<td>Surgery postponed until after delivery</td> 

</tr> 
<tr><td>Pregnancy</td><td>7/2001 - 4/22/2002</td><td>Resolved</td> 

<td>Prior history of miscarraige</td> 
</tr> 
<tr><td>Ankle Sprain</td><td>3/28/2005</td><td>Current</td> 

<td>Slipped on ice and fell</td> 
</tr> 

</tbody> 
</table> 

</text> 
</section> 

</component> 
 

５．６．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.6. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
現疾患（診断内容）

の記載を示すコー

ド 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1 L2- 
15  

5.6. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“現疾患（診断内

容）” 

ST  M:1..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.6. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.6. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

診断を示すコード CE ICD-9 
診断コード 
MEDIS 
病名マスタ 

O:0..1  

5.6. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
id 

root 
extension 

診断管理 ID II  O:0..1  

5.6. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 罹患開始日、罹患

終了日 
IVL.TS  O:0..1  

5.6. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
targetSiteCode 

 部位コード 
部位体系コード 
部位名称 

CD  O:0..1  

5.6. 
2.8 

component.section. 
entry.observation. 
methodCode 

 診断方法 CE  O:0..1  

5.6. 
2.9  
 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  O:0..1  
 

5.6. 
2.10 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
現疾患に関する追

加の所見 

ANY  O:0..1  

 診療開始、終了       
5.6. 
2.11 

component.section. 
entry.entryRelationship 
encounter. 
effectiveTime 

low, 
high 

診療開始日、診療

終了日 
IVL.TS  O:0..1  

 診断種別       
5.6. 
2.12 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

診断分類を識別す

るコード 
CD  R:0..1  

5.6. 
2.13 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

診断種別区分を識

別するコード 
CD  R:0..1  

5.6. 
2.14 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.value 

 診断種別区分 ANY (T0043) O:0..1  

5.6. 
2.15 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.code 

 診断確度を識別す

るコード 
CD  O:0..1  

 診断確度       
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.6. 
2.16 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.value 

 診断確度（％） ANY  O:0..1  

 合併症       
5.6. 
2.17 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.code 

 合併症区分を識別

するコード 
CD  O:0..1  

5.6. 
2.18 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
observation.value 

 合併症区分 ANY (T0053) O:0..1  

 診断医師       
5.6. 
2.19 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.time 

value 診断日 TS  O:0..1  

5.6. 
2.20. 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assignedAuthor. 
id 

root 
extension 

診断医師 ID 発行

機関 oid 
診断医師 ID 

II  M:1..1  

5.6. 
2.21 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assignedAuthor. 
assignedPerson. 
name 

 診断医師（氏名） PN  M:1..1  

5.6. 
2.22 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assignedAuthor. 
telecom 

value 
use 

電話番号 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

 （構造タグ）       
5.6. 
2.23 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係

の意味と目的を規

定するコード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.6. 
2.24 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、そ

の行為が実施結果

か、指示か、予定

か、目標なのかを

区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation 
_X 

M:1..1  

 
５．6．３ 制約 
L2-15: L２の CRS に適合する現病歴を記述する、セクションに対する LOINC セクションタイプコード

は、10164-2 (HISTORY OF PRESNET ILLNESS)である。 
 

<component> 
<section> 

<code code='10164-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' /> 
<title>History of Present Illness</title> 
<text>Patient slipped and fell on ice, twisting her ankle as she fell.</text> 

</section> 
</component> 
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５．7 現在の処方（現投与）（Current Medications） 
 

５．７．１ 概要 
現投与は Act の Section にて現投与セクションを作成し記述する。現投与を Text タグに記述し、HL

７の RIM で記述する場合は Observation クラスの用法・用量を、manufacturedLabeledDrug に薬剤名

を記述する。（表．参照）診断者の記述は Header の紹介元と同様とする。 
 
･患者の処方のリスト 
このリストは、患者が、現在、行なっている、又は、処方された治療を含まなければならない。 
また、それは、以前、患者によって行なわれた治療を含むことができる。 
情報は、診療中の、又は、処方された投与、、他の退院指示などのように、治療をさらに分類するため

には、文書内の、1 つ以上のセクションで、表現されなければならない。 
CRS の受け手は、どの処方が､現在行なわれているか決定できなければならない。 

セクションに処方がないとき、このセクションの内容は、明確に、そのことを示すべきである。例えば、

“無し”と明記する。 

５．７．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.7. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
現在の処方（現投与）

の記載を示すコード 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.7. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“現在の処方” 

ST  M:1..1  

5.7. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.7. 
2.4 

component.section. 
entry.organizer.id 

root 
extension 

処方管理番号発行機関

oid 
処方管理番号 

II  M:1..1  

5.7. 
2.5 

component.section. 
entry.organizer. 
component. 
sequenceNumber 

 剤単位番号（ＲＰ番号） INT  M:1..1  

 処方指示       
5.7. 
2.6 

component.section. 
entry.organizer. 
component. 
substanceAdministration. 
text 

 処方指示 TEXT  O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.7. 
2.7 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
repeatNumber.low 

value 
inclusive 
 

投与回数の 少値 INT  O:0..1  

5.7. 
2.8 
 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
repeatNumber.high 

value 
inclusive 

投与回数の 大値 INT  O:0..1   

5.. 
2.9 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
routeCode 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

処方された薬剤が、投

与される経路 
（経口、鼻、注射など） 

CE HL7: 
Med 
Administration 
Rout 

O:0..1  

5.7. 
2.10 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
doseQuantity.center 

value 
unit 

処方された薬剤の投薬

量 
(250mg など) 

PQ PIN: 
Medication 
DoseUnit、又は 
MR9P 

O:0..1 
 

 

5.7. 
2.11 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
doseQuantity.width 

unit 処方頻度 
（BID,Q2H など） 

PQ PIN: 
Medication 
Frequency 

O:0..1  

 薬剤       
5.7. 
2.12 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
consumable. 
manufacturedProduct. 
manufacturedLabelDrug. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

処方された薬剤に対す

る薬剤コード 
CE Drug 

Identification 
Number 
(DIN) 又は、 
HOT7, HOT9 

O:0..1  

5.7. 
2.13 

component.section.entry. 
organizer.component. 
substanceAdministration. 
consumable. 
ManufacturedProduct. 
manufacturedLabelDrug. 
name 

 処方された薬剤の別名

称 
（商品名、一般名） 

EN  O:0..1  

 剤用量       
5.7 
2.14 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
supply. 
effectiveTime 

value 患者に投与が指示され

た日、投与が終了した

日。 

IVL. 
TS 

 O:0..1  

5.7. 
2.15 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
supply. 
quantity 

value 
unit 

薬剤用量（全量） 
薬剤単位 

PQ  
 

O:0..1  
 

 薬剤適用       
5.7. 
2.16 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

薬剤適用を表す code 
薬剤適用を表す code の

oid 

CE  O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.7. 
2.17 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
observation. 
text 

 薬剤適用備考 ED  O:0..1  

5.7. 
2.18 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
observation.value 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

薬剤適用診断名 
当該 codeSystem での

病名の code 

CE MEDIS 病名マ

スタ 
CodeSystem 名

称 
病名 

O:0..1  

 処方医師       
5.7. 
2.19 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assigned.Author 
person. 
person.id 

root 
extension 

医師 ID 発行機関 oid 
診断医師 ID 

II  M:1..1  

5.7. 
2.20 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assigned.Author 
person. 
name 

 処方医師（氏名） PN  M:1..1  

5.7. 
2.21 

component.section. 
entry.entryRelationship. 
author.assigned.Author 
person. 
telecom 

value 
use 

電話番号 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

 （構造タグ）       
5.7. 
2.22 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.7. 
2.23 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

 
５．７．３ 制約 

L2-7: 退院時、又は、転院時の要約は、コード値が、10183-2 のセクションを、含まなければならない。 
L2-8: 退院時、又は転院時要約でないエピソードノートの要約は、そのコードが 100160-0 であるセクシ

ョン要素を、含まなければならない。 
 
５．８ 既往歴 （History of Past Illeness/ Medical History） 
５．８．１ 概要 

このセクションには、患者が、過去に治療した既往歴に関連する情報を記述する。 
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５．８．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.8. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
既往歴の記載を示すコー

ド 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.8. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“既往歴” 

ST  M:1..1  

5.8. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.8. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 過去の症状の診断。 ED ICD-9 
診断コード 

O:0..1  

5.8. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 過去の症状が、発症した

日、及び治癒した日。 
IVL.TS  O:0..1  

5.8. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type    
 

O:0..1  
 

5.8. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
過去の症状に関する追加

の所見 

ANY  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.8. 
2.8 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意味

と目的を規定するコー

ド。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.8. 
2.9 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを区

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 
５．８．３ 制約 

L2-1x: L２適合 CRS で、患者の過去の疾患の既往歴を、記述するセクションに対する、LOINC セク

ションタイプコードは、11348-0 (HISTORY OF PAST ILLENESS)である。 
 
５．９ 手術の既往 （History of Surgical Procedures/ Surgical History） 
５．９．１ 概要 

このセクションは、任意である。それは、関連するこれまでの処置、及びそれらの日付を、逆年代順に

リストしたものを含むべきである。 
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５．９．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.9. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

内容種別： 
手術の既往の記載

を示すコード 
 

CE M9 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.9. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“手術の既往” 

ST  M:1..1  

5.9. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.9. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 外科手術の記述。 ED  O:0..1  

5.9. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 外科手術の終了し

た日。 
IVL.TS  O:0..1  

5.9. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type    
 

O:0..1  
 

 （構造タグ）       
5.9. 
2.7 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関係

の意味と目的を規

定するコード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.9. 
2.8 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、そ

の行為が実施結果

か、指示か、予定

か、目標なのかを

区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

 
５．９．３ 制約 

L2-19: L２適合 CRS で、患者の過去の手術歴を、記述するセクションに対する、LOINC セクション

タイプコードは、10167-5 (PAST SURGICAL HISTORY)である。 
 
５．１０ 画像診断歴 （Medical Imaging History） 
５．１０．１ 概要 

このセクションには、画像診断について記述する。このセクションに対する LOINC セクションタイプ

コードは、35090-0（Medical Imaging History）である。 
 

５．１０．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.10. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
画像診断の記載を示す

コード 
 

CE LOINC: 
35090-0 

M:1..1  

5.10. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“画像診断歴” 

ST  M:1..1  

5.10. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.10. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 実施された画像診断の

記述。 
ED  O:0..1  

5.10. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 画像診断を、実施した

日。 
IVL.TS  O:0..1  

5.10. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  
 

O:0..1  
 

5.10. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
画像診断に関する追加

の所見 

ANY  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.10. 
2.8 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.10. 
2.9 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを区

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 
５．１０．３ 制約 

 
 
５．１１ 代替治療 (Other Treatments) 
５．１１．１ 概要 

 
５．１１．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.11. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
代替治療の記載を示す

コード 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.11. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“代替治療” 

ST  M:1..1  

5.11. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.11. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
text 

 患者が実施した他の治

療（投薬、処置等）の記

述。 

ED  O:0..1  

5.11. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 代替治療を、実施した

日。 
IVL.TS  O:0..1  

5.11. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type  ANY  
 

O:0..1  
 

5.11. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
代替治療に関する追加

の所見 

ANY  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.11. 
2.8 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M1..1  

5.11. 
2.9 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が実施結果か、指示か、

予定か、目標なのかを区

別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 
５．１１．３ 制約 

 
 
５．１２ アレルギー（History of Allergies/ Allegies） 
５．１２．１ 概要 

患者が、持っているアレルギーのリスト。このリストは、すべての知られているアレルギーを、含ま

なければならない。薬物、食事、及び、他のアレルギーを含む。患者が、知らないアレルギーを持って

いるなら、その情報を提供しなければならない。 
アレルギーは、患者のアレルギーリストから削除されるなら、その情報も、提供されなければならな

い。（例えば、現在の治療で、患者は、ペニシリンに対するアレルギーを報告したが、スキンテストでは

陰性になった場合、医師は、そのリストから、そのアレルギーを削除することを望むであろう）。 
診療要約の受け手は、患者のアレルギーリストから、アレルギーが削除され手いることを確定できなけ

ればならない、 

 71 



このセクションは、アレルゲン、及び、反応に関する、情報を含まなければならない、さらに、コメ

ントの場所を提供する。 
この要求されるセクションは、すべてのアレルギー、有害反応、及び過敏症を記述する。このセクショ

ンに対する、LOINC セクションタイプコードは、10155-0 (HISTORY OF ALLERGIES)である。 
もし、患者が、知らないアレルギーをもっていれば、その情報が提供されなければならない。 

 
５．１２．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.12. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
アレルギーに関する記

載を示すコード 
 

CE M9： 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.12. 
2.2 

component.section. 
title 

タイトル： 
“アレルギー” 

ST  M:1..1   

5.12. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
 5.12. 

2.4 
component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

アレルギー、又は、副

作用の記述。 
CE HL7： 

アレルギータ

イプ。 

O:0..1 

 

5.12. component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value アレルギー又は副作用

が生じた日、および、

消失した日 

IVL.TS  O:0..1 
2.5 

 

5.12. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type    
 

O:0..1  
 

5.12. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
value.originalText/ 
Reference 

value 補足説明： 
アレルギー及び副作用

に関する追加の記述。

アレルゲンなどを含

む。 

ANY  O:0..1  

5.12. component.section. 
entry.observation. 
entryRelationship. 
observation.code 

code  
codeSystem 
codeSystem 

2.8 

Name 
displayName 

アレルギー及び副作用

の重大度 
CE HL7: 

アレルギー重

大度 

O:0..1  

 （構造タグ）       
5.12. 
2.9 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.12. 
2.10 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation?X 

M:1..1  

 72 



 
５．１２．３ 制約 

L2-6: セクションは、コード値 10155-0 で存在しなければならない。 
 
５．１３ 予防接種 （History of Immunizations） 
５．１３．１ 概要 

このセクションは、予防接種、及び、投与の日付を、逆年代順にリストする。このセクションは、任

意である、しかし、小児科の場合は、存在することが強く推奨される。一方、それは、その情報が分か

っていれば、存在すべきである。 
 
５．１３．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.13. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
予防接種の記載を示す

コード 
 

CE LOIN：11369-6 
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1 L2- 
18 

5.13. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“予防接種” 

ST  M:1..1  

5.13. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
 5.13. 

2.4 
component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

投与された予防接種の

記述。 
CE BCCDC:： 

BC ワクチン・

コード 

O:0..1 

 

5.13. 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 予防接種を、実施した

日。 
IVL.TS  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.13. 
2.9 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係の意

味と目的を規定するコ

ード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.13. 
2.10 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行

為が実施結果か、指示

か、予定か、目標なの

かを区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

 
５．１３．３ 制約 

L2-18: L２適合 CRS で予防接種歴を与える、このセクションの LOINC セクションタイプコードは、

11369-6 (HISTORY OF IMMUNIZATION)である。 
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５．１４ 検査所見 （Observation Lab/ Labs） 
 
５．１４．１ 概要 

このセクションには、検査内容及び所見ついて記述する。このセクションに対する LOINC セクション

タイプコードは、11502-2(Lab)である。 
 
５．１４．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
Level2        
5.14. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
検査所見の記載を示すコ

ード 
 

CE LOINC: 
11502-2 
 

M:1..1  

5.14. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“検査所見” 

ST  M:1..1  

5.14. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.14. 
2.4 

component.section. 
entry.observation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

指示された検査の種別 CE JLAC10 R:0..1  

5.14 
2.5 

component.section. 
entry.observation. 
effectiveTime 

value 検査のために検体を採取

した日時。 
IVL. 
TS 

 O:0..1  

5.14. 
2.6 

component.section. 
entry.observation. 
value 

xsi:type 
value 
unit 

検査結果 ANY  
 

O:0..1  
 

5.14. 
2.7 

component.section. 
entry.observation. 
interpretationCode 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

検査結果が正常か、異常

かの識別 
ED  O:0..1  

5.14. 
2.8 
 

component.section. 
entry.observation. 
referenceRange. 
reference 
ObservationRange. 
value 

 特定の検査に対する正常

値の範囲。 
検査機関から送られてき

た値。１つなら、その値。

２つなら、low 下限、high
上限を使用する。 

IVL_PQ  O:0..1   

5.14. 
2.9 

component.section. 
entry.observation. 
referenceRange. 
reference 
ObservationRange. 
value.high 

value 
unit 
inclusive 

上限値： 
検査機関の特定検査の検

査値の上限。 

ANY  O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備

考 
5.14. 
2.10 

component.section. 
entry.observation. 
referenceRange. 
reference 
ObservationRange. 
value.low 

value 
unit 
inclusive 

下限値： 
検査機関の特定検査の検

査値の下限。 

ANY  O:0..1 
 

 

5.14. 
2.11 

component.section. 
entry.observation. 
performer.assigned 
Entity.id 

root 
assigning 
Authority 
Name 
extension 

検査を実施した検査機関

の名称 
II  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.14. 
2.12 

component.section. 
entry 

typeCode 参加の種類、その参加に

関連した役割を演じるエ

ンティティが、関連する

行為と、どのような関連

をもつかを区別するコー

ド。 

CS Voc.xsd: 
Paticipation 
Information 
Generator_X 
 

M:1..1  

5.14. 
2.13 

component.section. 
entry.observation 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、その行為

が、実施結果か、指示か、

予定か、目標、基準なの

かを識別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation 
_X 

M:1..1  

 
５．１４．３ 制約 

 
５．１５ 過去の紹介状、及び/又は通院・入院歴 （Past Referrals/Hostpitalizations） 
５．１５．１ 概要 

これらのセクションには、逆年代順にすべての関連する、これまでの診療を記述すべきである。このセ

クションに対する LOINC セクションタイプコードは、11346-4 (HISTORY OF OUTPATIENT VISTIS)、
又は 11336-5(PAST REFERRALS AND/OR HOSPITALIZATIONS)である。 
 
 
５．１５．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.15. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

内容種別： 
過去の紹介状、通

院、入院歴の記載

を示すコード 
 

CE LOINC： 
11346-4,又は 
11336-5 

M:1..1  

5.15. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“過去の紹介状、

通院、入院歴” 

ST  M:1..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.15. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.15. 
2.4 

component.section. 
entry.encounter. 
id 

extension 紹介先の医療機

関。 
II  O:0..1  

5.15. 
2.5 

component.section. 
entry.encounter. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

過去に作成された

紹介状のタイプ。 
CE HL7： 

ActEncounter 
Code 

O:0..1  

5.15. 
2.6 

component.section. 
entry.encounter. 
text 

 過去の紹介状、入

院の理由。 
ED  O:0..1  

5.15. 
2.7 

component.section. 
entry.encounter. 
effectiveTime 

value 過去の紹介状、入

院を、実施した日。 
IVL.TS  O:0..1  

 （構造タグ）       
5.15. 
2.8 

component.section. 
entry 

typeCode すべての行為関係

の意味と目的を規

定するコード。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.15. 
2.9 

component.section. 
entry.encounter 

moodCode 行為が実施結果

か、指示か、予定

か、目標なのかを

区別するコード。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

 
５．１５．３ 制約 

L1-20: L2 適合 CRS として、これまでの通院治療歴のセクションのために使われる、LOINC セクショ

ンコードは、11346-4 (HISTORY OF OUTPATIENT VISTIS)である。 
 
L1-21: L２適合 CRS として、これまでの入院歴のセクションのために使われる、LOINC セクションコ

ードは、11336-5 (HISTORY OF HOSPITALIZATIONS)である。 
 
５．１６ 家族歴 （History of Family Member Diseases） 
５．１６．１ 概要 

このセクションは、患者の関連する家族歴を含む。このセクションは、家族のメンバと死因となった条

件をリストすべきである。このセクションに対する LOINC セクションタイプコードは、10157-6 
(HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES)である。 
 
５．１６．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.16. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

内容種別： 
家族歴の記載を示

すコード 
 

CE LOINC： 
10157-6 

M:1..1  

5.16. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“家族歴” 

ST  M:1..1  

5.16. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内容 

TEXT  M:1..1  

 
５．１６．３ 制約 

L2-17: L２適合 CRS として、患者の家族歴を提供するセクションの、LOINC セクションタイプコード

は、10157-6 (HISTORY OF FAMILY MEMBER DISEASES)である。 
 
５．１７ 添付メディア （Observation Media / Attachment） 
５．１７．１ 概要 

添付メディア（ObservationMedia）は、のマルチメディアで表現される添付資料（検査結果、X 線画像

など）を指し、単独のセクションではない。EntryRelationship を介して、他のセクションの一部をなす。

この添付資料は、CDA 文書の記述内容の一部として論理的に認証されたものである。 
参照される添付メディアの表示には、特定の MIME メディア型を認識するツールを必要とする。XML
の ID 型の属性 ID をもち、この属性は、<renderMultiMedia>参照のターゲットとしての役割を果たす。 
ObservationMedia と ExternalObservation の違いは、ObservationMedia は、文書内容の一部として実

証（認証）されたものであるが、ExternalObservation は、そうではない点である。 
例えば、医師が治療経過の一部として図を描き、その図が CDA の ObservationMedia として表現される

場合などである。その医師が胸部 X 線の所見も記述している場合、その参照された胸部 X 線は CDA の

ExternalObservation として表現される。 

 
５．１６．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備考 

Level2        
5.17. 
2.1 

entryRelationship typeCode すべての行為関係のイ

ンスタンスの意味と目

的を定義するコード。

各値は、このタイプの

行為のオブジェクトに

対する特定の制約とな

る。 

CS   M:1..1  

5.17. 
2.2 

entryRelationship. 
ObservationMedia 

classCode 
moodCode 

 CS  M:1..1  

5.17. 
2.3 

entryRelationship. 
ObservationMedia. 
value 

mediaType 添付資料のタイプ ED  R:1..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備考 

5.17. 
2.4 

entryRelationship. 
ObservationMedia. 
value.reference 

value 添付資料ファイルへの

参照 
URL  R:0..*  

 
５．１７．３ 制約 

 
５．１８ 外部参照（External Reference / Attachment） 
５．１８．１ 概要 

CDA の各 entry は、外部の画像や既存の報告書などの外部オブジェクトを参照できる。これらの外部

オブジェクトは、認証される文書内容の一部ではない。参照するオブジェクト全体の複製を添付せずに、

それらを陽に参照するのに十分な属性をもつ。外部参照を包含した CDA の entry は、narrative block
（TEXT 部）で記述される外部参照の特定部分をコード化するのに使用できる。 
それぞれのオブジェクトは id および code をもち、オブジェクトの URL および MIME 型を保存するた

めに使用される RIM の Act.text 属性をもつ。外部オブジェクトは、常に固定された"EVN"の moodCode
をもつ。 
参照関係の Target クラスには、ExternalAct、 ExternalDocument、ExternalObservation、および

External Procedure が含まれる。 
 
５．１８．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備考 

Level2        
5.18. 
2.1 

reference typeCode すべての行為関係

のインスタンスの

意味と目的を定義

するコード。各値

は、このタイプの

行為のオブジェク

トに対する特定の

制約となる。 

CS ELNK 
REFR 
RPLC 
SPRT 
SUBJ 
XCRPT 

M:1..1  

 （選択１)       
5.18. 
2.2 

reference. 
externalAct 

classCode 
moodCode 

 CS ACT, 
EVN 

M:1..1  

5.18 
2.3 

reference. 
externalAct. 
id 

root 外部行為の識別 II  O:0..*  

5.18. 
2.4 

reference. 
externalAct. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

外部行為のコード CD  O:0..1  

5.18. 
2.5 

reference. 
externalAct. 
text 

 外部行為のタイプ

及び所在 
ED  O:0..1  

 （選択２）       
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラ

リ 
R/M/O 
多重度 

備考 

5.18. 
2.6 

reference. 
externalObservation 

classCode 
moodCode 

  OBS, 
EVN 

M:1..1  

5.18. 
2.7 

reference. 
externalObservation. 
id 

root 外部資料の識別 II  O:0..*  

5.18. 
2.8 

reference. 
externalObservation. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

外部資料の観察、

検査コード 
CD  O:0..1  

5.18. 
2.9 

reference. 
externalObservation. 
text 

 外部資料のタイプ

及び所在 
ED  O:0..1  

 （選択３）       
5.18. 
2.10 

reference. 
externalProcedure 

classCode 
moodCode 

 CS PROC, 
EVN 

M:1..1  

5.18. 
2.11 

reference. 
externalProcedure. 
id 

root 外部資料の識別 II  O:0..*  

5.18. 
2.12 

reference. 
externalProcedure. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

外部資料の処置コ

ード 
CD  O:0..1  

5.18. 
2.13 

reference. 
externalProcedure. 
text 

 外部資料のタイプ

及び所在 
ED  O:0..1  

 （選択４）       
5.18. 
2.14 

reference. 
externalDocument 

classCode 
moodCode 

 CS DOC, 
EVN 

M:1..1  

5.18. 
2.15 

reference. 
externalDocument. 
id 

root 外部資料の識別 II  O:0..*  

5.18. 
2.16 

reference. 
externalDocument. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystemName 
displayName 

外部資料の文書コ

ード 
CD  O:0..1  

5.18. 
2.17 

reference. 
externalDocument. 
text 

 外部資料のタイプ

及び所在 
ED  O:0..1  

 
５．１８．３ 制約 

 
 
５．１９ 輸血実施記録 
５．１９．１ 概要 

輸血実施記録は Act の Section にて輸血実施記録セクションを作成し記述する。輸血実施記録を Text
タグに記述する。診断者の記述は Header の紹介元と同様とする。 
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５．１９．２ データ要素 

 
要素名 属性 内容 

(MERIT-9) 
型 ボキャブラリ R/M/O 

多重度 
備

考 
Level2        
5.19. 
2.1 

component.section. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

内容種別： 
輸血実施記録の

記載を示すコー

ド 
 

CE  
（ M9 又 は

LOINC） 

M:1..1  

5.19. 
2.2 

component.section. 
title 

 タイトル： 
“輸血実施記録” 

ST  M:1..1  

5.19. 
2.3 

component.section. 
text 

 内容： 
セクションの内

容 

TEXT  M:1..1  

Level3        
5.19. 
2.4 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
text 

 輸血時特記事項 TEXT  O:0..1  

5.19. 
2.5 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
effectiveTime 

value 輸血日 IVL.TS  O:0..1  

5.19. 
2.6 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
doseQuantity.width 

unit 輸血.単位 PQ  O:0..1  

 薬剤       
5.19. 
2.7 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
consumable. 
manufacturedProduct. 
manufacturedLabelDrug. 
code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

輸血製剤.種別 CE (T0048) O:0..1  

5.19. 
2.8 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
consumable. 
manufacturedProduct. 
manufacturedMaterial. 
lotNumberText 

 輸血製剤.ロット

番号 
ST  O:0..1  

 輸血実施事由       
5.19. 
2.9 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
act.code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

輸血実施事由を

表す code 
輸血実施事由を

表す code の oid 

CE  M:0..1  

5.19. 
2.10 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
act.text 

 輸血.実施事由 ED  O:0..1  

 輸血特記事項       
5.19. 
2.11 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
act.code 

code  
codeSystem 
codeSystem 
Name 
displayName 

輸血特記事項を

表す code 
輸血特記事項を

表す code の oid 

CE  O:0..1  
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要素名 属性 内容 
(MERIT-9) 

型 ボキャブラリ R/M/O 
多重度 

備

考 
5.19. 
2.12 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
entryRelationship. 
act.text 

 輸血. 特記事項 ED    

 輸血実施医師       
5.19. 
2.13 

component.section.entry 
substanceAdministration. 
assignedEntity. 
assignedPerson.id 

root 
extension 

医師 ID発行機関

oid 
輸血実施医師 ID 

II  M:1..1  

5.19. 
2.14 

component.section.entry 
substanceAdministration. 
assignedEntity.assignedPerson . 
name 

 輸血実施医師（氏

名） 
PN  M:1..1  

5.19. 
2.15 

component.section.entry 
substanceAdministration. 
assignedEntity.assignedPerson . 
addr 

 輸血実施医師（住

所） 
AD  M:1..1  

5.19. 
2.16 

component.section.entry. 
substanceAdministration. 
assignedEntity.assignedPerson . 
telecom 

value 
use 

電話番号 
ＦＡＸ番号, 
メールアドレス 

TEL tel:, 
fax:, 
mailto: 

O:0..*  

 （構造タグ）       
5.19. 
2.17 

component.section. 
entry. 

typeCode すべての行為関

係の意味と目的

を規定するコー

ド。 

CS Voc.xsd: 
Participation 
Information 
Generator_X 

M:1..1  

5.19. 
2.18 

component.section. 
entry. substanceAdministration 

classCode 
moodCode 

行為が、何で、そ

の行為が実施結

果か、指示か、予

定か、目標なのか

を区別するコー

ド。 

CS Voc.xsd: 
X_ActMood 
Document 
Observation_X 

M:1..1  

 
５．１９．３ 制約
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６．適合性 
 
本仕様に適合する CDA 文書は、 小限 CDA スキーマと整合し、コード化されたボキャブラリを使用し

た特定のボキャブラリドメイン内で許容される値に限定したものである。しかし、適合性の多くの側面

を、コンピュータで検証することはできない。ここでは、機械で検証できない CDA の側面、特に、見読

性の要件について述べる。 
初に CDA 文書は、電子カルテシステムなどの他のフォーマットから変換されて作成される。多くの場

合、文書作成者は、HL7 V2 または HL7 V3 のメッセージを使用して永続的な保管場所とコミュニケー

ションを取らなければならない。 
文書作成者は、作成する CDA 文書を完全に本仕様に適合するようにする責任を負う。文書受け手は、受

信した CDA 文書が本仕様に基づいて解釈されるようにしなければならない。 
 

本規格に適合するためには、システムは、この準拠基準で要求したインタフェース、及び関連する仕

様のすべての部分を実装しなければならない。メッセージサービスを表明する目的で、この仕様に準拠

するシステムは、さらに、この完全な仕様を実装しなければならない。さらに、モデル、この仕様で規

定した認証モデルと整合性のある実装を行なわなければならない。 
このサービスのシステムは、この仕様の意図と矛盾しない認証及びセキュリティモデルを実装しなけ

ればならない。 
この仕様は、HL7 CDA Release 2 Ballot 3 (January 2005)バージョンに基づいている。それらの仕様

を開発する目的は、データの要求仕様の識別と、HL7CDA 仕様に対するそれらの要求のマッピングを含

んでいる。CDA 仕様の制限がついたバージョンが開発され、この実装ガイドで文書化された。それらの

仕様に対する準拠性は、２つの並行した検証プロセスを必要とする。 
初の検証は、この実装ガイドでのスキーマ文書に対する文書インスタンスの検証である。この検証

は、文書インスタンスが、この要求仕様で定義された CDA 制約を満たすように、適合 C DA 文書である

ことを保証することである。 
２番目の検証は、文書インスタンンが、付加的なビジネスルールと、そして、この実装ガイドでドキ

ュメント化されている制約を反映していることを確かめることが要求される。しかし、それらの制約は、

HL7CDA 標準スキーマの中には反映されていない。 
この 2 番目の検証を実行するプロセスは、このガイドで文書化される Schematron のスキーマを通じ

て行なわれる。
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附属書 A : 診療情報提供書データ項目の対応 
 
（１）ヘッダー（目的） 

No. 中項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 
1.1 ■診療情報提供書の書

類タイトル 
 テキスト    

1.2 ■発行日  日付  ○ ○ 
1.3 ■紹介目的    ○ ○ 
1.3.1  (診療、入院、検査、手術) テキスト    
1.3.2  (診療予約の申込み、返事) テキスト    
1.3.3  (来院の報告) テキスト    
1.3.4  (診療終了時の報告) テキスト    
1.3.5  医師 ID 発行機関名称 文字列  ○ ○ 
1.3.6  医師 ID 発行機関名称ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
1.3.7  医師 ID 発行機関名称ｺｰﾄﾞ体系ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
1.4 ■署名情報    ○ ○ 

（２）ヘッダー（紹介先、紹介元） 
No. 中項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 

2.x （紹介先）      
3.x (紹介元)      
t.1 ■医療機関名称  テキスト  ○ ○ 
t.1.1  医療機関ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
t.1.2  医療機関ｺｰﾄﾞ体系 コード  ○ ○ 
t.2 ■医療機関住所    ○ ○ 
t.2.1  （医療機関住所国ｺｰﾄﾞ） コード  ○ ○ 
t.2.2  （医療機関住所都道府県名） 文字列  ○ ○ 
t.2.3  （医療機関住所市区郡名） 文字列  ○ ○ 
t.3 ■医療機関郵便番号  コード  ○ ○ 
t.4 ■診療科名称    ○ ○ 
t.4.1  診療科ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
t.4.2  診療科ｺｰﾄﾞ体系 コード  ○ ○ 
t.4.3  医師 ID ID  ○ ○ 
t.4.4  医師 ID 発行機関名称 文字列  ○ ○ 
t.4.5  医師 ID 発行機関名称ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
t.4.6  医師 ID 発行機関名称ｺｰﾄﾞ体系ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
t.5 ■医師氏名    ○ ○ 
t.5.1  （医師姓） 文字列  ○ ○ 
t.5.2  （医師名） 文字列  ○ ○ 
t.5.3  （医師カナ氏名） 文字列  ○ ○ 
t.5.4  （医師カナ姓） 文字列  ○ ○ 
t.5.5  （医師カナ名） 文字列  ○ ○ 
t.6 ■電話番号  数値  ○ ○ 
t.6.1  電話の内線番号 数値    
t.7 ■ＦＡＸ番号  数値  ○ ○ 
t.8 ■電子メールアドレス  文字列  ○ ○ 
 （紹介元）      
t.9 ■署名情報  テキスト  ○ ○ 

（３）ヘッダー（患者、患者関係者） 
No. 中項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 

4.x （患者）      
5.x （患者関係者）      
f.1 ■ID ID ID  ○ ○ 
f.1.1  （ID 発行機関名称） 文字列  ○ ○ 
f.1.2  （ID 発行機関コード） コード  ○ ○ 
f.1.3  （ID 発行機関コード体系コード） コード  ○ ○ 
f.2 ■氏名 氏名 文字列  ○ ○ 
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f.2.1  （姓） 文字列  ○ ○ 
f.2.2  （名） 文字列  ○ ○ 
f.3 ■カナ氏名 カナ氏名 文字列  ○ ○ 
f.3.1  （カナ姓） 文字列  ○ ○ 
f.3.2  （カナ名） 文字列  ○ ○ 
f.4 ■住所 住所 文字列  ○ ○ 
f.4.1  （住所国コード） コード  ○ ○ 
f.4.2  （住所都道府県名） 文字列  ○ ○ 
f.4.3  （住所市区郡名） 文字列  ○ ○ 
f.5 ■郵便番号  コード  ○ ○ 
f.6 ■電話番号  番号  ○ ○ 
f,7 ■電話番号２つ目     ○ 
f.8 ■FAX 番号  番号  ○ ○ 
f.9 ■電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  文字列  ○ ○ 
f.10 ■緊急連絡先  文字列  ○ ○ 
f.11 ■生年月日  日付  ○ ○ 
f.12 ■年齢  数値  ○ ○ 
f.13 ■性別  コード ０ ,１ ,

２ 
○ ○ 

f.13.1  （国籍） 文字列  ○ × 
f.13.2  （本籍地）→出生地 文字列  ○ × 
f.14 ■職業  文字列  ○ × 
 （患者関係者）  文字列    
f.15 ■患者との関係  文字列  ○ ○ 

（４）診療内容 
No. 中項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 

6.1 ■挨拶文  テキスト    
6.2 ■現疾患 

（傷病名、疾患名、

病名、診断名、症状） 

 テキスト  ○ ○ 

6.2.1  現疾患．診断．名称 文字列  ○ ○ 
6.2.2  現疾患．診断．ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
6.2.3  現疾患．診断．ｺｰﾄﾞ体系ｺｰﾄﾞ コード  ○ ○ 
6.2.4  現疾患．診断日 日付  ○ ○ 
6.2.5  現疾患．罹患．開始日時 日付  ○ ○ 
6.2.6  現疾患．罹患．終了日時 日付  ○ ○ 
6.2.7  現疾患．診療．開始日時 日付  ○ ○ 
6.2.8  現疾患．診療．終了日時 日付  ○ ○ 
6.2.9  現疾患．合併症区分 コード  ○ ○ 
6.3 ■主訴  テキスト  ○  
6.4 ■紹介目的の具体

的記述 ＜新設＞ 
 テキスト   ○ 

6.5 ■既往歴、既往症、

病歴 
 テキスト  ○ ○ 

6.6  既往歴(チェックリスト) 表形式    
6.7 ■傷病名、疾患名、

病名、診断名、症状 
 テキスト  ○ ○ 

6.8 ■家族歴  テキスト  ○ ○ 
6.9 ■現病歴 治療中の他の疾患 テキスト  ○ ○ 
6.10 ■症状経過  テキスト  ○  
6.11 ■検査結果  テキスト  ○ ○ 
6.11.1  検査会社 テキスト   ○ 
6.11.2  検査機器、型番 文字列   ○ 
6.11.3  検査方法 テキスト   ○ 
6.12 ■治療経過  テキスト   ○ 
6.13 ■身体所見    ○ ○ 
6.13.1  体重 数値   ○ 
6.13.2  身長 数値   ○ 
6.14 ■検査所見  テキスト  ○ ○ 
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 ■実施記録 (調剤、服用、注射手術、処置、栄養指

導、服薬指導、薬剤管理指導、リハビリ、

輸血など) 

○ ○ 6.15  
 

テキスト ■現投与 現投与．剤単位番号 ○ ○ 6.15.1  
 現投与．薬剤商品名 文字列 ○ ○  6.15.2 
 現投与．薬剤ｺｰﾄﾞ コード ○ ○  6.15.3 
 現投与．薬剤ｺｰﾄﾞ体系ｺｰﾄﾞ コード ○ ○  6.15.4 
 現投与．薬剤用量 数値 ○ ○  6.15.5 
 現投与．薬剤単位 文字列 ○ ○  6.15.6 
 現投与．薬剤用法 文字列 ○ ○  6.15.7 

  6.16    ■紹介先での紹介

目的終了後の診療

方針 
 6.16.1 患者の意向尊重 テキスト    
 6.16.2 紹介元(逆紹介) テキスト    
 6.16.3 紹介先で継続治療 テキスト    
 6.16.4 両者相談 テキスト    
 6.16.5 希望 テキスト    

  □介助の必要度 6.17    
 歩行や移動 テキスト 6.17.1    
 運動障害 テキスト 6.17.2    

  ■アレルギー 6.18   ○ 
 薬剤アレルギー 無・有（）・不明 文字列 有 ,無 ,

不明 
6.18.1   

 アレルギー性 無・有（）・不明 文字列 有 ,無 ,
不明 

6.18.2   

 食物アレルギー テキスト 6.18.3    
  ■感染症 6.19    

 感染症項目 文字列    6.19.1 
 測定日 日付    6.9.2 
 ＋－未測定 文字列 ＋、－ 6.19.3   
 中程度・重度 文字列 中、重 6.19.4   
 部位 文字列    6.19.5 

  ■手術の既往 6.20   ○ 
 手術名 文字列 6.20.1   ○ 
 手術年 日付 6.20.2   ○ 

  6.21    □上記の他に確認

する重要事項 
 腎機能障害 文字列    6.21.1 
 喘息等の有無 文字列 有、無 6.21.2   
 妊娠の可能性 テキスト 6.21.3    

6.22 留意事項     ○ 
6.22.1  患者への説明内容 テキスト    
6.22.2  特記事項 テキスト   ○ 
6.22.3  要望事項 テキスト   ○ 
6.22.4  留意事項 テキスト   ○ 
6.22.5  嗜好 テキスト   ○ 
6.23 ■指示栄養量  テキスト    
6.24 □備考      
6.24.1  その他、特に知りたい点 テキスト    
6.25 □添付資料 添付資料の有無 文字列 有、無 ○ ○ 
6.25.1  添付資料の内容 テキスト   ○ 
6.25.2  返却の必要性 文字列 有、無   

 
（５）検査依頼 

No. 項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 
7.1 ■依頼内容    ○ ○ 
7.1.1  検査依頼項目 

(放射線検査,生体検査,内視鏡検査,病理

検査,細菌検査,超音波検査,各種検査) 

文字列  ○ ○ 

7.1.2  検査部位 文字列   ○ 
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7.1.3  撮影方法 文字列   ○ 
7.1.4  検査方法（検査機器）などの指示 テキスト   ○ 
7.2 ■検査実施のための確

認項目 
    ○ 

7.2.1  確認項目 文字列    
7.2.2  知っておきたい事項 テキスト    
7l2.3  体内金属 文字列    
7.3 □追加検査の扱い      
7.3.1  紹介先に任せることの可否 文字列 可、否   
7.4 □検査結果の報告のし

かた 
     

7.4.1  報告項目 文字列    
7.4.2  報告方法 テキスト    
7.4.3  フイルム貸出の有無 文字列 有、無   
7.4.4  フイルムの保管先希望 テキスト    

（６）保険情報、連絡事項 
No. 中項目 小項目 型 値制約 MERIT-9 V2 CDA 版 

8.x （紹介元）      
9.x （紹介先）      
n.1 ■連携窓口 部門名 文字列   ○ 
n.1.1  電話番号 数値   ○ 
n.1.2  FAX 番号 数値   ○ 
n.1.3  電子メールアドレス 文字列   ○ 
n.2 □紹介先医療機関

の受診情報 
     

n.2.2  受診歴の有無 文字列 有、無   
n.2.3  検査歴の有無 文字列 有、無   
n.2.4  紹介先医療機関の患者 ID ID    
n.3 □予約希望      
n.3.1  受診または検査希望日 日付    
n.3.2  緊急度  文字列 至 急 ･

通常普

通など 

  

n.3.3  希望診療科 文字列    
n.3.4  希望医師 文字列    
n.3.5  その他の希望 テキスト    
n,4 □返信方法      
n.4.1  返信先 文字列    
n.4.2  返信方法 文字列    
n.4.3  返信先の連絡先 文字列    
n.5 □受診又は検査予

定日 
 日付    

n.6 ■受診又は検査予

定日 
 日付    

n.7 □診療終了日  日付    
 (患者保険情報)      
n.8 □医療保険 保険区分   ○  
n.8.1 □主保険 保険者番号    ○ 
n.8.2  本人・家族     
n.8.3  記号    ○ 
n.8.4  番号    ○ 
n.8.5  有効期限    ○ 
n.8.6  資格取得    ○ 
n.8.7  保険者 所在地    ○ 
n.8.8  保険者名    ○ 
n.8.9  被保険者番号    ○ 
n.8.10  被保険者氏名    ○ 
n.8.11  続柄    ○ 
n.8.12  負担割合     
n.9.1 □併用 有無      
n.10.1 □併用保険１      
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n.19.2  負担者番号     
n.10.3  受給者番号     
n.10.4  種別 1.老 （△）割 

2.乳・母・障 3.その他 
    

n.10.5  有効期間     
n.11.1 □併用保険２      
n.11.2  負担者番号     
n.11.3  給者番号     
n.11.4  種別     
n.11.5  老人医療受給者     
n.11.6  市町村番号２７△     
n.1.7  受給者番号     
n.12 □介護保険      
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附属書 B： ボキャブラリ及びコードセット 
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コード 意味 
H 自宅（Home） 
HP 通常自宅（Primary Home） 
HV 休暇中自宅（Vaction Home） 
WP 職場（Workplace） 
AS 問合せサービス（Answering Servicce） 
EC 緊急連絡先（Emergency Contact） 
MC 携帯電話（Mobile Contact） 
PG ポケットベル(Pager) 
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コード 意味 
fax ファックス 
file ファイル 
ftp FTP 
http HTTP 

mailto 電子メール 
modem モデム 

nfs NFS 
tel 電話 

telnet Telnet 
cell 携帯電話 

 

 
コード 意味 

U 緊急呼出（Uregent） 
E 急用呼出（Expedite） 
R 通常 (Routine) 

 
 

 91 



 

 
コード 意味 

M 男性（Male） 
F 女性（Female） 
U 区別せず (Undifferentiated) 
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コード 意味 
CHILD 子（Child） 

DAUFOST 里子の娘(Foster Daughter) 
SONFOST 里子の息子(Foster Son) 
STPDAU 継娘(Step Daughter) 
STPSON 継息子(Stepson) 
SIINLAW 義理のきょうだい(Sibling in-law) 

BROINLAW 義理の兄弟(Brother in-law) 
SISLINLAW 義理の姉妹(Sister in-law) 

STPSIB 継きょうだい(Step Sibing) 
SPS 配偶者(Spouse) 

GRPRN 祖父母(Grandparent) 
PRN 父母(Parent) 

NPRN 実父母(Natural Parent) 
STPPRN 継父母(STEP Parent) 

SIB きょうだい(Sibling) 
GGRPRN 曽祖父母(Great Grandparent) 

AUNT おば、父母の姉妹(Aunt) 
CHLDADOPT 養子(Adopted Child) 
DAUADOPT 養女(Adopted Daughter) 
SONADOPT 養子(Adopted Son) 
CHLDFOST 里親の子(Foster Child) 

CHLDINLAW 義理の子(Child in Law) 
NCHLD 実子(Natural Child) 

STPCHLD 継子(Stepchild) 
COUSIN いとこ(Cousin) 

DOMPART 同性愛の相手(Domestic Partner) 
GGRFTH 曽祖父(Great Grandfather) 
GGRMTH 曽祖母(Great Grandmother) 

GRNDDAU 孫娘(Granddaughter) 
GRNDSON 孫息子(Grandson) 

GRFTH 祖父(Grandfather) 
GRMTH 祖母(Grandmother) 
NEPHEW 甥、兄弟（姉妹）の息子(Nephew) 
NIECE 姪、兄弟（姉妹）の娘(Niece) 
FTH 父(Father) 
MTH 母(Mother) 
NFTH 実父(Natural Father) 
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NMTH 実母(Natural Mother) 
FTHINLAW 義父(Father-in-law) 
MTHINLAW 義母(Mother-in-law) 

STPFTH 継父(Stepfather) 
STPMTH 継母(Stepmother) 
ROOM 同居人(Roommate) 
BRO 兄弟(Btother) 

HBRO 異母（異父）兄弟(Half Brother) 
HSIS 異母（異父）姉妹(Half Sister) 
NBRO 実兄弟(Natural Brother) 
NSIS 実姉妹(Natural Sister) 

BROINLAW 義理の兄弟(Brother-in-law) 
SISINLAW 義理の姉妹(Sister-in-law) 

SIS 姉妹(Sister) 
STPBRO 継兄弟(Step brother) 
STPSIS 継姉妹(Step sister) 

SIGOTHR 他の近親者(Significant other) 
HUSB 夫(Husband) 
WIFE 妻(Wife) 

UNCLE おじ、父母の兄弟(Uncle) 
FRND 親戚でない友人(Unrelated friend) 
NBOR 隣人(Neighbor) 
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コード 意味 
DA 薬剤アレルギー（Drug Allegry） 
FA 食物アレルギー（Food Allergy） 
MA 他のアレルギー(Miscelianeous Allergy)) 
MC 他の禁忌(Miscellaneous Contraindication) 

 

 
コード 意味 

MI 軽度（Mild） 
MO 中度（Moderate） 
SV 重度(Severe) 
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コード 意味 
TAB 錠 
CAP カプセル 
G グラム 
MG ミリグラム 
MCG マイクログラム 
L リットル 
ML ミリリットル 
UNT 単位 
AMP 管、アンプル 
BAG 袋 
BTL 瓶 
HON 本 
KO 個 

PCK 包 
SHT 枚 
VIL バイアル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MERIT-9 処方オーダ単位略号（MR9P） 
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コード 意味 
N 標準（Normal） 
R 制限有（Restricted） 
V 非公表(Very restricted) 
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J-MIX 
J-MIX の区分コードを使用する際に、各コードの Oid の取得が必要となる。以下に MERIT-9 で使用す

る J-MIX 区分コード名を挙げる。 
 

コード名 コード内容 
T0029 情報提供目的区分 
T0001 性別区分 
C0002 続柄コード 
T0043 根拠区分 
T0053 合併症区分 
T0048 輸血製剤種別区分 

 
レセ電 診療科コード 
 

コード コード内容 
01 内科 
02 精神科 
03 神経科 
04 神経内科 
05 呼吸器科 
06 消化器科 
07 胃腸科 
08 循環器科 
09 小児科 
10 外科 
11 整形外科 
12 形成外科 
13 美容外科 
14 脳神経外科 
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15 呼吸器外科 
16 心臓血管外科 
17 小児外科 
18 皮膚ひ尿器科 
19 皮膚科 
20 ひ尿器科 
21 性病科 
22 こう門科 
23 産婦人科 
24 産科 
25 婦人科 
26 眼科 
27 耳鼻いんこう科 
28 気管食道科 
29 （未使用 ） 
30 放射線科 
31 麻酔科 
32 （未使用 ） 
33 心療内科 
34 アレルギー科 
35 リウマチ科 
36 リハビリテーション科 
  

 
実施記録 
実施記録は Act の Section にて各実施記録セクションを作成し記述する。（下図参照） 
以下を実施記録項目とする。 
① 検体検査 ⑤ 病理検査 ⑨ 調剤 ⑬ 処置 
② 放射線検査 ⑥ 細菌検査 ⑩ 服用 ⑭ 栄養指導 
③ 生体検査 ⑦ 超音波検査 ⑪ 注射 ⑮ 服薬指導 
④ 内視鏡検査 ⑧ 各種検査 ⑫ 手術 ⑯ 薬剤管理指導 
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附属書 C : MFER（Medical Waveform Format Encoding Rule –Part I）について 
 
医用波形記述（MFER）データは、添付資料のファイルとして添付することができる。添付されるフ

ァイルは、以下のタグを含む。 
 

タグ名 コード 説明 CDA 備考 
MWF_IVL 11 0B サンプリング間隔   
MWF_SEN 12 0C サンプリング解像度   
MWF_BLK 04 04 データブロック長   
MWF_CHN 05 05 チャネル数   
MWF_SEQ 06 06 シーケンス数   
MWF_WFM 08 08 波形種別   
MWF_ATT 63 3F チャネル属性定義   
MWF_LDN 09 09 波形属性   
MWF_WAV 30 1E 波形データ   
MWF_DTP 10 0A データタイプ   
MWF_OFF 13 0D オフセット   
MWF_NUL 18 12 NULL 値   
MWF_PNT 07 07 ポインタ   
MWF_INF 21 15 付帯情報   
MWF_FLT 17 11 フィルタ情報   
MWF_IPD 15 0F 補間、欠損   
MWF_BLE 01 01 バイト並び   
MWF_VER 02 02 バージョン番号   
MWF_TXC 03 03 文字コード   
MWF_ZRO 00 00 空・終了コンテンツ   
MWF_NTE 22 16 コメント   
MWF_MAN 23 17 機種情報   
MWF_CMP 14 0E 圧縮   
MWF_PRE 64 40 プリアンブル   
MWF_EVT 65 41 イベント   
MWF_VAL 66 42 値   
MWF_CND 68 44 記録・表示条件   
MWF_SKW 67 43 波形変換誤差   
MWF_PNM 129 81 患者名 ヘッダ  
MWF_PID 130 82 患者 ID ヘッダ  
MWF_AGE 131 83 生年月日、年齢 ヘッダ  
MWF_SEX 132 84 性別 ヘッダ  
MWF_TIM 133 85 測定時刻 ヘッダ  
MWF_MSS 134 86 メッセージ   
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附属書 D : 電子媒体 CD・DVD による保存、交換について 
 
（１）概要 
 HL7 CDA R2 は、XML スキーマの形式を規定したもので、CDA 文書のネットワークを介した交換は、

HL7 メッセージの使用が前提となっており、CDA の仕様の中では規定されていない。 
本規格では、、CD や DVD などの電子媒体による診療情報提供書の保存、交換についてのみ規定し、

ネッワーク上での交換規約への対応は、別に定めるものとする。 
なお、CD の形式、セキュリティに関しては、医療画像処理の標準規格である DICOM に適合する形

式を採用し、CDA ドキュメントのファイルと、画像データ（DICOM ファイル）や医用波形データ（MFER
ファイル）などとのリンクを計る。関連する DICOM の主な規格は、以下のとおりである。 
 
[1] PS 3.10-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 10: Media Storage 
and File Format for Media Interchange 
[2] PS 3.11-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 11: Media Storage 
Application Profiles 

[2] PS 3.15-2004 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Part 15: Security and 
System Management Profiles 
 
（２）CD ラベル形式 
  CD ラベルの標準的な記載項目は、以下のとおりとする。 

① 診療情報提供書（紹介状） 
診療情報提供書 

・タイトル  
・作成日付  
・情報提供先  
・情報提供元  
・記録対象者  
・備考  

② 患者診療情報（電子診療データ） 
患者診療情報 

・タイトル  
・作成日付  
・情報提供元  
・記録対象者  
・備考  
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（３）ディレクトリ構造 
 IHE-PDI で規定されている CD ディレクトリの形式を、参考に以下のように CDADIR、MFERDIR
ディレクトリを追加した構造とする。CDA 文書の他の添付ファイルも、同様なディレクトリを設定し、

拡張できるものとする。 
 

CD Directory 備考 
identification Marking  
readme.txt  (Web contents)  
index.htm  (Web contents)  
CDADIR  

CDA R2 Referral  
CDA R2 Clinical Record Summary  

 
 

CDA R2 Viewer  
DICOMDIR  

DICOM images  
DICOM Presentation State objects  
DICOM Structured Report objects  
IHE PDI (Web contents)  

XHTML reports  
Thumbnail of Image objects  

 

 

JPEG Image  
MFERDIR  

MFER Data1  
MFER Data2  

 

  
Other Observation Media  

Data1  
Data2  

 

  
 

DICOM メディア・ストレージに関連した用語は、以下のとおりである。 
（Application Profile） 
メディア・ストレージ・アプリケーション・プロファイルは、メディア交換を実施しよとする特定のニ

ーズ又はコンテンツに適用できる DICOM メディア・ストレージ・モデルのさまざまな層での選択を定

義する。 
（DICOM File Service） 
DICOM ファイルサービスは、メディア・フォーマット層で提供される 少の抽象的なファイルのビュ

ーを定義する。DICOM ファイルサービス境界などを通じて、アプリケーション・エンティティによる

ファイルのコンテンツへのアクセスを制限することで、メディアフォーマット、及び物理的メディアの

独立性を確立する。 
（DICOM File） 
DICOM ファイルは、DICOM の 10 部の要求に従ってフォーマットされたコンテンツをもつ、ファイル
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である。特に、そのようなファイルは、ファイルメタ情報及び適切にフォーマットされたデータセット

を含むものとする。 

（DICOMDIR File） 
DICOMDIR File は、メディア・ストレージ・ディレクトリ SOP クラスを含む File-set 内で、唯一で必

須の DICOM File である。このファイルには、単一の Component の File ID、DICOMDIR が与えられ

る。 
（File） 
ファイルは、０以上のバイトの文字列の並びである、 初のバイトは、ファイルのはじめにあり、 後

のバイトは、ファイルの終りにある。ファイルは、一意の File ID で識別され、書き込み、読み込み、か

つ/又は 削除されたりできる。 

（File ID） 
ファイルは、それが所属する File-set のコンテキスト内で一意である File ID で識別される。順序をもつ

File ID Component（ 大８個の）の集まりが、File ID を形成する。 
（File ID Component） 
定義された文字セットの１つから、８個の文字列。 
（File Meta Information） 
ファイル・メタ情報は、カプセル化された Data Set 上の情報を識別する情報を含む。それは、すべての

DICOM File の先頭にある必須のヘッダである。 
（File-set） 
File-set は、File ID が一意である名前空間を共有する DICOM ファイル（そして、非 DICOM ファイル

も可能）の集合である。 

（File-set Creator） 
DICOMDIR File、及び０個以上の DICOM File を生成するアプリケーション・エンティティ。 
（File-set Reader） 
File-set 内の０個以上のファイルにアクセスするアプリケーション・エンティティ。 
（File-set Updater） 
File-set 内でファイルにアクセスし、追加のファイルを生成し、又は、既存のファイルを削除するアプリ

ケーション・エンティティ。この File-set Updater は、追加又は、削除を反映した DICOMDIR ファイ

ルへの適当な変更を行なう。 
（DICOM File Format） 
DICOM ファイル・フォーマットは、DICOM 情報オブジェクトに関する SOP インスタンスを表現する

Data Set を、ファイル内でカプセル化する手段を提供する。 
（Media Format） 
データファイル構造、及び、関連するファイルディレクトリ中の、物理的なメディアフォーマットで定

義されたビット列を構成するデータ構造、及び関連する指針。 
（Media Storage Model）  
DICOM メディア・ストレージ・モデルは、メディア交換を通じて相互運用性を達成するための異なる
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層で使われるデータ構造に関係する。 

（Media Storage Services） 
DICOM メディア・ストレージ・サービスは、格納を容易にするメディアの操作、及び、DICOM SOP
インスタンスのメディアからの検索を定義する。 

（Physical Media） 
ビット列の記録能力をもつ一片の素材。物理メディアの特徴として、形状因子、機械的な特徴、記録特

性、及びアクセス可能な構造でビット列を記録し、組織化するための規則を含む。 
（Secure DICOM File） 
RFC2630 で規定された暗号メッセージ構文で、カプセル化された、DICOM ファイル。 
（Secure File-set） 
すべての DICOM ファイルが、Secure DICOM ファイルである File-set,。 
（Secure Media Storage Application Profile） 
セキュア File-set を要求する DICOM メディアストレージ・アプリケーション・プロファイル。 
 
（４）デジタル署名およびセキュリティ 
 CDA 文書をネットワーク等で送信する場合のセキュリティに関しては、対象文書をカプセルし、それ

に対して、一般的な暗号化や認証技術を適用して送信することが可能である。ただし、その具体的な実

装方法は規定していない。 
 また、CDA では文書管理システムが機密データへのアクセスを管理する手段として、守秘性の情報を

保持している。また、認証者や法定認証者のオブジェクトが定義されており、有資格者の署名情報を文

書中に保存することができる。しかし、その具体的なセキュアな実装方法は規定していない。 
 本規格では、CDA 文書を、電子媒体 CD に格納して運用することを想定している。DICOM メディア・

ストレージに対する、つぎおのようなセキュアに対する考え方に従う。 
①データ機密性：情報を見る資格のない個人、組織、又はプロセスからは利用できない。または、復号

できないことを保証する。 
②データ真正性：データが、権限がなく改変されていないこと、または、破壊されていないことを保証

する。 
③データの原本性の署名（オプショナル）：データソースに関して、それが記録された媒体に対してデジ

タル署名をつける。 
 

（DICOM のメディア・ストレージの規定） 
１．基本 DICOM メディア・セキュア・プロファイル 
基本 DICOM メディア・セキュア・プロファイルは、セキュアな DICOM ファイルが、つぎの特性をも

つように DICOM ファイルのカプセル化を可能にする。 
・機密性 
・真正性 
・データの原本性の認証（data origin authentication：optional）. 
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このプロファイルは、コンテンツの暗号に対する、AES、又は、Triple-DES のいずれか、及び内容暗号

キーのキー輸送に対する RSA のいずれかの使用を規定する。 
DICOM ファイルの暗号化されたコンテンツは、つぎのいずれでもよい。 
① ダイジェクトアルゴリズムとして SHA-1 を、又は、署名アルゴリズムとして RSA を用いて、１つ

以上のデジタル署名でサインされていること。又は、 
② デジタル署名のアプリケーションなしで、ダイジェクトアルゴリズムとして SHA-1 で、ダイジェッ

トされていること。 

 

２．セキュアな DICOM ファイルでの DICOM ファイルのカプセル化 
 このセキュリティプロファイルに適合したセキュア DICOM ファイルは、RFC 3369, 3370 および 3565
で定義される暗号化メッセージ構文で封印されたデータコンテンツ型を含まなければならない。封印さ

れたデータは、内容暗号キーのキー輸送のために、RSA を使うものとする[RFC3447]。 
このセキュリティ・プロファイルに適合するセキュア DICOM ファイルの作成側は、内容暗号に対して

AES,又は Triple-DES を使うことができる。 
このプロファイルへの適合性が要求される読み取り側は、AESまたはTriple-DESのいずれかを用いて、

セキュア DICOM ファイルを解読することができる。 
 AES キー長は、RFC によって許される長さが可能である。Triple-DES キー長は、ANSI X9.52 で定義

された 168 ビットである。 
コード化は、RSA キー転送、及び、RFC-3370 の Triple-DES 内容暗号、及び、RFC-3565 での AES 内

容暗号、仕様にしたがって、実施されるものとする。 
封印されたデータ内容の暗号化された内容、つぎの選択ができるものとする、 
・署名されたデータ内容タイプ 
・圧縮されたデータ内容タイプ 
両方とも、SHA-1 は、圧縮アルゴリズムとして使われるものとする、署名されたデータ内容タイプの場

合は、RSA［RFC2313］は、署名アルゴリズムとして使われるものとする。 

 

注１： 内容暗号キーの RSA キー転送は、欧州での要求で規定されている。既存の標準、ENV13608-2 
医療情報-セキュリティ-ヘルスケア分野のセキュリティ、第 2 部 セキュアなデータオブジェクト 
２： RSA キー転送で使われる非対称キー対のサイズに関する要求は、このプロファイルの中では定

義されていない。 
３： 署名されたデータ内容タイプのシグナル構造は、署名された属性要素の利用に関する要求、又

は、制限は、このプロファイルで、定義されない。 
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附属書 E : CDA RMIM 詳細 
 

 
 
 

CDA RMIM 全体構成 
 
 
 
 
 

 
 

CDA RMIM 拡張部  
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附属書 F : CDA R2 XML スキーマ定義詳細 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<xs:schema targetNamespace="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" xmlns="urn:hl7-org:v3"  
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 
 <!-- 
***************************************************************************************************************** 
* XML schema for message type POCD_MT000040. 
* Generated by XMLITS version 2.0 
* 
* Copyright (c) 2002, 2003, 2004, 2005 Health Level Seven. All rights reserved. 
*  Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
*  modification, are permitted provided that the following conditions 
*  are met: 
*  1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
*     notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
*  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
*     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
*     documentation and/or other materials provided with the distribution. 
*  3. All advertising materials mentioning features or use of this software 
*     must display the following acknowledgement: 
*       This product includes software developed by Health Level Seven. 
*  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY HEALTH LEVEL SEVEN, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 
*  ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
*  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
*  ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
*  FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
*  DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
*  OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
*  HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
*  LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
*  OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
*  SUCH DAMAGE. 
* 
******************************************************************************************************************** 
   --> 
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 <xs:annotation> 



  <xs:documentation>Generated using schema builder version 2.0. Stylesheets: 
RoseTreeToMIFStaticModel.xsl version: 1.1 
StaticMifToXsd.xsl version 2.0</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <xs:include schemaLocation="../../processable/coreschemas/datatypes.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="../../processable/coreschemas/voc.xsd"/> 
 <xs:include schemaLocation="../../processable/coreschemas/NarrativeBlock.xsd"/> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:restriction base="II"> 
    <xs:attribute name="root" type="uid" use="required" fixed="2.16.840.1.113883.1.3"/> 
    <xs:attribute name="extension" type="st" use="required"/> 
   </xs:restriction> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="II"> 
    <xs:attribute name="unsorted" type="xs:boolean" default="false"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Act"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD" /> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="x_ActClassDocumentEntryAct" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentActMood" use="required"/> 
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedAuthor"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040.Person"  minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="assignedAuthoringDevice" type="POCD_MT000040.AuthoringDevice"  minOccurs="0"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="representedOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional" fixed="ASSIGNED"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedCustodian"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="representedCustodianOrganization" type="POCD_MT000040.CustodianOrganization" /> 
  </xs:sequence> 
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  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional" fixed="ASSIGNED"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedEntity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040.Person"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="representedOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional" fixed="ASSIGNED"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.AssociatedEntity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="associatedPerson" type="POCD_MT000040.Person"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="scopingOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssociative" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Authenticator"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 
 maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="time" type="TS" /> 
   <xs:element name="signatureCode" type="CS" /> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="AUTHEN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Author"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="functionCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="time" type="TS" /> 
   <xs:element name="assignedAuthor" type="POCD_MT000040.AssignedAuthor" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="AUT"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.AuthoringDevice"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="manufacturerModelName" type="SC"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="softwareName" type="SC"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="asMaintainedEntity" type="POCD_MT000040.MaintainedEntity"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassDevice" use="optional" fixed="DEV"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
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 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Authorization"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="consent" type="POCD_MT000040.Consent" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipType" use="optional" fixed="AUTH"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Birthplace"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="place" type="POCD_MT000040.Place" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional" fixed="BIRTHPL"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ClinicalDocument"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId" /> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II" /> 
   <xs:element name="code" type="CE" /> 
   <xs:element name="title" type="ST"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="TS" /> 
   <xs:element name="confidentialityCode" type="CE" /> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="setId" type="II"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="versionNumber" type="INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="copyTime" type="TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="recordTarget" type="POCD_MT000040.RecordTarget"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="dataEnterer" type="POCD_MT000040.DataEnterer"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="custodian" type="POCD_MT000040.Custodian" /> 
   <xs:element name="informationRecipient" type="POCD_MT000040.InformationRecipient"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="legalAuthenticator" type="POCD_MT000040.LegalAuthenticator"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="authenticator" type="POCD_MT000040.Authenticator"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant1"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="inFulfillmentOf" type="POCD_MT000040.InFulfillmentOf"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="documentationOf" type="POCD_MT000040.DocumentationOf"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="relatedDocument" type="POCD_MT000040.RelatedDocument"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="authorization" type="POCD_MT000040.Authorization"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="componentOf" type="POCD_MT000040.Component1"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="component" type="POCD_MT000040.Component2" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClinicalDocument" use="optional" fixed="DOCCLIN"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component1"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="encompassingEncounter" type="POCD_MT000040.EncompassingEncounter" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional" fixed="COMP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component2"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:choice> 
    <xs:element name="nonXMLBody" type="POCD_MT000040.NonXMLBody" /> 
    <xs:element name="structuredBody" type="POCD_MT000040.StructuredBody" /> 
   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional" fixed="COMP"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" fixed="true"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component3"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="section" type="POCD_MT000040.Section" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional" fixed="COMP"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" fixed="true"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component4"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="sequenceNumber" type="INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="seperatableInd" type="BL"  minOccurs="0"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="act" type="POCD_MT000040.Act" /> 
    <xs:element name="encounter" type="POCD_MT000040.Encounter" /> 
    <xs:element name="observation" type="POCD_MT000040.Observation" /> 
    <xs:element name="observationMedia" type="POCD_MT000040.ObservationMedia" /> 
    <xs:element name="organizer" type="POCD_MT000040.Organizer" /> 
    <xs:element name="procedure" type="POCD_MT000040.Procedure" /> 
    <xs:element name="regionOfInterest" type="POCD_MT000040.RegionOfInterest" /> 
    <xs:element name="substanceAdministration" type="POCD_MT000040.SubstanceAdministration" /> 
    <xs:element name="supply" type="POCD_MT000040.Supply" /> 
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   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional" fixed="COMP"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" fixed="true"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component5"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="section" type="POCD_MT000040.Section" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional" fixed="COMP"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" fixed="true"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Consent"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="CONS"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Consumable"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="manufacturedProduct" type="POCD_MT000040.ManufacturedProduct" /> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="CSM"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Criterion"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="value" type="ANY"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassObservation" use="optional" default="OBS"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN.CRT"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Custodian"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="assignedCustodian" type="POCD_MT000040.AssignedCustodian" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="CST"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.CustodianOrganization"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="name" type="ON"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0"/> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassOrganization" use="optional" fixed="ORG"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.DataEnterer"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="time" type="TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="ENT"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Device"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="manufacturerModelName" type="SC"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="softwareName" type="SC"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassDevice" use="optional" default="DEV"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.DocumentationOf"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="serviceEvent" type="POCD_MT000040.ServiceEvent" /> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipType" use="optional" fixed="DOC"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.EncompassingEncounter"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS" /> 
   <xs:element name="dischargeDispositionCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="responsibleParty" type="POCD_MT000040.ResponsibleParty"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="encounterParticipant" type="POCD_MT000040.EncounterParticipant"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="location" type="POCD_MT000040.Location"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="ENC"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Encounter"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentEncounterMood" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.EncounterParticipant"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="time" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_EncounterParticipant" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Entity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="desc" type="ED"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassRoot" use="optional" default="ENT"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Entry"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="act" type="POCD_MT000040.Act" /> 
    <xs:element name="encounter" type="POCD_MT000040.Encounter" /> 
    <xs:element name="observation" type="POCD_MT000040.Observation" /> 
    <xs:element name="observationMedia" type="POCD_MT000040.ObservationMedia" /> 
    <xs:element name="organizer" type="POCD_MT000040.Organizer" /> 
    <xs:element name="procedure" type="POCD_MT000040.Procedure" /> 
    <xs:element name="regionOfInterest" type="POCD_MT000040.RegionOfInterest" /> 
    <xs:element name="substanceAdministration" type="POCD_MT000040.SubstanceAdministration" /> 
    <xs:element name="supply" type="POCD_MT000040.Supply" /> 
   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_ActRelationshipEntry" use="optional" default="COMP"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" fixed="true"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.EntryRelationship"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="sequenceNumber" type="INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="seperatableInd" type="BL"  minOccurs="0"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="act" type="POCD_MT000040.Act" /> 
    <xs:element name="encounter" type="POCD_MT000040.Encounter" /> 
    <xs:element name="observation" type="POCD_MT000040.Observation" /> 
    <xs:element name="observationMedia" type="POCD_MT000040.ObservationMedia" /> 
    <xs:element name="organizer" type="POCD_MT000040.Organizer" /> 
    <xs:element name="procedure" type="POCD_MT000040.Procedure" /> 
    <xs:element name="regionOfInterest" type="POCD_MT000040.RegionOfInterest" /> 
    <xs:element name="substanceAdministration" type="POCD_MT000040.SubstanceAdministration" /> 
    <xs:element name="supply" type="POCD_MT000040.Supply" /> 
   </xs:choice> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_ActRelationshipEntryRelationship" use="required"/> 
  <xs:attribute name="inversionInd" type="bl" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional" default="true"/> 
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ExternalAct"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassRoot" use="optional" default="ACT"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ExternalDocument"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="setId" type="II"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="versionNumber" type="INT"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassDocument" use="optional" default="DOC"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ExternalObservation"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassObservation" use="optional" default="OBS"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ExternalProcedure"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="PROC"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Guardian"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="guardianPerson" type="POCD_MT000040.Person" /> 
    <xs:element name="guardianOrganization" type="POCD_MT000040.Organization" /> 
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   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional" fixed="GUARD"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.HealthCareFacility"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="location" type="POCD_MT000040.Place"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="serviceProviderOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassServiceDeliveryLocation" use="optional" default="SDLOC"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Informant12"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
    <xs:element name="relatedEntity" type="POCD_MT000040.RelatedEntity" /> 
   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="INF"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.InformationRecipient"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 
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 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="intendedRecipient" type="POCD_MT000040.IntendedRecipient" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_InformationRecipient" use="optional" default="PRCP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.InFulfillmentOf"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="order" type="POCD_MT000040.Order" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipFulfills" use="optional" fixed="FLFS"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.IntendedRecipient"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informationRecipient" type="POCD_MT000040.Person"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="receivedOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="x_InformationRecipientRole" use="optional" default="ASSIGNED"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.LabeledDrug"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="name" type="EN"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassManufacturedMaterial" use="optional" fixed="MMAT"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminerDetermined" use="optional" fixed="KIND"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.LanguageCommunication"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="modeCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="proficiencyLevelCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="preferenceInd" type="BL"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.LegalAuthenticator"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="time" type="TS" /> 
   <xs:element name="signatureCode" type="CS" /> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="LA"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Location"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="healthCareFacility" type="POCD_MT000040.HealthCareFacility" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationTargetLocation" use="optional" fixed="LOC"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.MaintainedEntity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="maintainingPerson" type="POCD_MT000040.Person" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional" fixed="MNT"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ManufacturedProduct"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="manufacturedLabeledDrug" type="POCD_MT000040.LabeledDrug" /> 
    <xs:element name="manufacturedMaterial" type="POCD_MT000040.Material" /> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="manufacturerOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassManufacturedProduct" use="optional" fixed="MANU"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Material"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="name" type="EN"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="lotNumberText" type="ST"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassManufacturedMaterial" use="optional" fixed="MMAT"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminerDetermined" use="optional" fixed="KIND"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.NonXMLBody"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="text" type="ED" /> 
   <xs:element name="confidentialityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="DOCBODY"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Observation"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD" /> 
   <xs:element name="derivationExpr" type="ST"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="repeatNumber" type="IVL_INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="value" type="ANY"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="interpretationCode" type="CE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="methodCode" type="CE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="targetSiteCode" type="CD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="referenceRange" type="POCD_MT000040.ReferenceRange"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassObservation" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_ActMoodDocumentObservation" use="required"/> 
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ObservationMedia"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="value" type="ED" /> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="ID" type="xs:ID"/> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassObservation" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ObservationRange"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="value" type="ANY"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="interpretationCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassObservation" use="optional" default="OBS"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN.CRT"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Order"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassRoot" use="optional" default="ACT"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="RQO"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Organization"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 
 maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="name" type="ON"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="standardIndustryClassCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="asOrganizationPartOf" type="POCD_MT000040.OrganizationPartOf"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassOrganization" use="optional" fixed="ORG"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.OrganizationPartOf"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="wholeOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional" fixed="PART"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Organizer"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS" /> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="component" type="POCD_MT000040.Component4"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="x_ActClassDocumentEntryOrganizer" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ParentDocument"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="setId" type="II"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="versionNumber" type="INT"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClinicalDocument" use="optional" fixed="DOCCLIN"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Participant1"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="functionCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="time" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="associatedEntity" type="POCD_MT000040.AssociatedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
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  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="required"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Participant2"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="time" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="awarenessCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="participantRole" type="POCD_MT000040.ParticipantRole" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="required"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ParticipantRole"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="playingDevice" type="POCD_MT000040.Device"  minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="playingEntity" type="POCD_MT000040.PlayingEntity"  minOccurs="0"/> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="scopingEntity" type="POCD_MT000040.Entity"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassRoot" use="optional" default="ROL"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Patient"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="name" type="PN"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="administrativeGenderCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="birthTime" type="TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="maritalStatusCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="religiousAffiliationCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="raceCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ethnicGroupCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="guardian" type="POCD_MT000040.Guardian"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="birthplace" type="POCD_MT000040.Birthplace"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCommunication" type="POCD_MT000040.LanguageCommunication"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClass" use="optional" fixed="PSN"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.PatientRole"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="patient" type="POCD_MT000040.Patient"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="providerOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional" fixed="PAT"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Performer1"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="functionCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="time" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_ServiceEventPerformer" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Performer2"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="time" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="modeCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationPhysicalPerformer" use="optional" fixed="PRF"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Person"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="name" type="PN"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClass" use="optional" fixed="PSN"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Place"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 
 maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="name" type="EN"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassPlace" use="optional" fixed="PLC"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.PlayingEntity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="quantity" type="PQ"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="name" type="PN"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="desc" type="ED"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassRoot" use="optional" default="ENT"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Precondition"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="criterion" type="POCD_MT000040.Criterion" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipType" use="optional" fixed="PRCN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Procedure"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="methodCode" type="CE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="approachSiteCode" type="CD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="targetSiteCode" type="CD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="required"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentProcedureMood" use="required"/> 
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Product"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="manufacturedProduct" type="POCD_MT000040.ManufacturedProduct" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="PRD"/> 
 </xs:complexType> 

 145 



 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RecordTarget"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="patientRole" type="POCD_MT000040.PatientRole" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="RCT"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Reference"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="seperatableInd" type="BL"  minOccurs="0"/> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="externalAct" type="POCD_MT000040.ExternalAct" /> 
    <xs:element name="externalObservation" type="POCD_MT000040.ExternalObservation" /> 
    <xs:element name="externalProcedure" type="POCD_MT000040.ExternalProcedure" /> 
    <xs:element name="externalDocument" type="POCD_MT000040.ExternalDocument" /> 
   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_ActRelationshipExternalReference" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ReferenceRange"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="observationRange" type="POCD_MT000040.ObservationRange" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipType" use="optional" fixed="REFV"/> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RegionOfInterest.value"> 
  <xs:complexContent> 
   <xs:extension base="INT"> 
    <xs:attribute name="unsorted" type="xs:boolean" default="false"/> 
   </xs:extension> 
  </xs:complexContent> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RegionOfInterest"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CS" /> 
   <xs:element name="value" type="POCD_MT000040.RegionOfInterest.value"  maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="ID" type="xs:ID"/> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="required" fixed="ROIOVL"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="required" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RelatedDocument"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="parentDocument" type="POCD_MT000040.ParentDocument" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="x_ActRelationshipDocument" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RelatedEntity"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="relatedPerson" type="POCD_MT000040.Person"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassMutualRelationship" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.RelatedSubject"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="addr" type="AD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="telecom" type="TEL"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.SubjectPerson"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="x_DocumentSubject" use="optional" default="PRS"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ResponsibleParty"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 
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 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="RESP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Section"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="title" type="ST"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="StrucDoc.Text"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="confidentialityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entry" type="POCD_MT000040.Entry"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="component" type="POCD_MT000040.Component5"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="ID" type="xs:ID"/> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="DOCSECT"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.ServiceEvent"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer1"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassRoot" use="optional" default="ACT"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Specimen"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="specimenRole" type="POCD_MT000040.SpecimenRole" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional" fixed="SPC"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.SpecimenRole"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="specimenPlayingEntity" type="POCD_MT000040.PlayingEntity"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassSpecimen" use="optional" fixed="SPEC"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.StructuredBody"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="confidentialityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="languageCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="component" type="POCD_MT000040.Component3"  maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
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  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="DOCBODY"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Subject"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0"  

maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="awarenessCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="relatedSubject" type="POCD_MT000040.RelatedSubject" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationTargetSubject" use="optional" fixed="SBJ"/> 
  <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional" fixed="OP"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.SubjectPerson"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="name" type="PN"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="administrativeGenderCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="birthTime" type="TS"  minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="EntityClass" use="optional" fixed="PSN"/> 
  <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional" fixed="INSTANCE"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.SubstanceAdministration"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
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   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="SXCM_TS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="repeatNumber" type="IVL_INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="routeCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="approachSiteCode" type="CD"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="doseQuantity" type="IVL_PQ"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="rateQuantity" type="IVL_PQ"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="maxDoseQuantity" type="RTO_PQ_PQ"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="administrationUnitCode" type="CE"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="consumable" type="POCD_MT000040.Consumable" /> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="required" fixed="SBADM"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentSubstanceMood" use="required"/> 
  <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="POCD_MT000040.Supply"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="realmCode" type="CS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="templateId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.templateId"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="id" type="II"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="code" type="CD"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="text" type="ED"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="statusCode" type="CS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="effectiveTime" type="SXCM_TS"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="priorityCode" type="CE"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
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   <xs:element name="repeatNumber" type="IVL_INT"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="independentInd" type="BL"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="quantity" type="PQ"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="expectedUseTime" type="IVL_TS"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="product" type="POCD_MT000040.Product"  minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="entryRelationship" type="POCD_MT000040.EntryRelationship"  minOccurs="0" 

 maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/> 
  <xs:attribute name="classCode" type="ActClassSupply" use="required" fixed="SPLY"/> 
  <xs:attribute name="moodCode" type="x_DocumentSubstanceMood" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
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