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交換用基本情報ファイル 
1. はじめに 

1.1 目的 
本書は、調剤情報提供書データの電子的交換に必要なファイルのうち、調剤情報提供書の交換用基

本情報ファイルの XML 仕様を定めたものである。 

1.2 参考資料 
下記は、この文書で参照している標準仕様及び研究報告書等の名称、バージョン、並びにその説明

の一覧である。 
 

[1] HL7 Inc, HL7 Version 3 Normative Edition 2006,   http://www.hl7.org/.  
[2] XML Schema Part 2: Datatypes, W3C Recommendation, http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ . 
 

2. 文書項目 
調剤情報提供書の交換用基本情報ファイルの項目を表 1に示す。 

 表 1  交換用基本情報ファイル項目一覧 
No ファイルの記録内容 フィールド名称 記録内容 

1 
調剤情報提供書 

交換用情報 

送付元機関 調剤薬局番号を記録 

2 作成年月日 ファイルの作成年月日（西暦）を記録 

3 総ファイル数 このアーカイブに含まれる調剤情報提供書ファイルの総ファイル数を記録。 
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3. XML 仕様 
XML 設計における基本方針として、できる限り単純な XML とするが、日付や識別子などのデータ

型のモデルは、HL7 CDA R2 形式[1] で記述される調剤情報提供書ファイルとの整合性を考慮した。

また、内容の妥当性の確認のために属性値と内容モデルとの共起制約のチェックが必要になるとい

った、XML スキーマだけでは単純に記述できないような制約は可能な限り用いないことを方針とし

た。 

本書では、XML 仕様を表 2に示す表形式で記述する。 

「要素名」で示される行は、その表に示される XML 要素名である。この要素の子要素または属性

を表中の各行に示す。このとき、灰色に網掛けした行は XML 要素を表し、網掛けされていない行は、

属性またはテキスト内容を表す。 

「要素/属性」列は、各行が示す項目が XML 要素の場合要素名を、属性の場合は属性名を表す。属

性名の前には「@」を付与する。テキスト内容の場合は「テキスト内容」を示す。 

「型」列は、「要素」「属性」「テキスト」の 3 種類の値をとり、それぞれ、その行が表す内容が、

XML 要素、属性、テキスト内容であることを示す。 

多重度は、指定された要素または属性の出現数の最小値と最大値とを「..」の両端に示す形で表現す

る。最大値に制限がない場合は「*」（アスタリスク）で示す。例えば、下表 2の場合、

interactionType 要素は、XML 中に０または 1 つのみ出現し、sender 要素は、1 つ以上複数個出現する

ことを意味する。なお、多重度は、その項目の上位の項目が出現する場合の多重度となる。例えば

下の例では、interactionType 要素の多重度が「0..1」で、その下位項目である code 属性の多重度が

「1..1」であるということは、上位項目である interactionType 要素自体は省略することが可能である

が、interactionType 要素が出現する場合には、その下位項目である code 属性も必ず出現することを

意味している。XML 仕様中では、最小多重度が 1 である項目は赤字で示す。 

 

表 2  本書における XML 仕様の表記例 
要素名 index 

No 要素 / 属性 型 多重度 説明 

1.2 sender 要素 1..* 送付元機関 

1.2.1  id 要素 1..1 送付元機関番号 

1.2.1.1   @root 属性 1..1 機関番号を識別するオブジェクト識別子 

1.2.1.2   @extension 属性 1..1 機関番号文字列 

 

本書で定義する XML スキーマ(ix08_V08.xsd)の構造を図 1に示す。 
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図 1  XML スキーマの構造 

3.1 交換用基本情報 (index) 
調剤情報提供書交換用基本情報ファイルのルート要素であり、作成年月日、送信元機関、総ファイ

ル数の要素から構成される。 
 

表 3 交換用基本情報 XML 仕様 
型名 index 

No 要素 / 属性 型 多重度 説明 

1 creationTime 要素 1..1 （提出用ファイルの）作成年月日 

1.1  @value 属性 1..1 書式：YYYYMMDD  (3.2 節参照) 

2 sender 要素 1..1 送付元機関 

2.1  id 要素 1..1 送付元機関番号 

2.1.1   @root 属性 1..1 送付元機関番号を識別するオブジェクト識別子 

2.1.2   @extension 属性 1..1 送付元機関番号文字列（10 桁保険機関番号） 

3 totalRecordCount 要素 1..1 総ファイル数 

提出用アーカイブファイル(DATA フォルダ)のファイル総数。 

3.1  @value 属性 1..1 整数 6桁以内  

 

3.2 作成年月日 
作成年月日を表現する日付型は、以下に示す正規表現で表現される文字列型として定義される。そ

のため、2 月 30 日や 9 月 31 日といった、本来正しくない日付であっても妥当と判断されることに注



調剤情報提供書データの電子的交換のためのファイル仕様   Version:                     0.91 
交換用基本情報ファイル   更新日付:           01/Oct/09 
 
 

 Copyright(c) 2008 KIS, Inc. All Rights Reserved. Page 7
 

意する。 
 

表 4 作成年月日 XML 仕様 
型名 date 

base 型 説明 

xs:string xs:pattern 正規表現：(([1-9][0-9][0-9][0-9])((0[1-9])|(1[0-2]))(([0-2][0-9])|(3[01])) 

 

3.3 オブジェクト識別子 
オブジェクト識別子情報(OID : Object IDentifier )を表す oid 型は、以下の単純型で規定される。本仕

様で使用する OID の一覧は、4 節表 6に示す。 
 

表 5 オブジェクト識別子 XML 仕様 
型名 oid 

base 型 説明 

xs :string xs :pattern 正規表現：[0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))* 

 

4. OID 仕様 
本 XML で使用する OID の一覧を示す。 

表 6 OID 一覧 
OID 説明 備考 

1.2.392.200250.2.2.1 保険機関番号表の OID  

 

5. サンプル XML 
調剤情報提供書交換用基本情報ファイルの XML の例として、下記の内容を示す XML を以下に示す。 
 

表 7 サンプル XML 内容 
項目名称 値 

作成年月日 平成 20 年 8月 20 日 

送付元機関 調剤薬局番号 1234567890 

総ファイル数 100 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<index xmlns="http://kis-inc.jp/preparationOfDrugs/2008" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://kis-inc.jp/preparationOfDrugs/2008 ./XSD/ix08_V08.xsd"> 
 <!-- 作成年月日（2008年8月20日） --> 
 <creationTime value="20080820"/> 
 <!-- 送付元機関（調剤薬局番号：1234567890の場合） --> 
 <sender> 
  <id root="1.2.392.200250.2.2.1" extension="1234567890"/> 
 </sender> 
 <!-- 総ファイル数 (「100」の場合) --> 
 <totalRecordCount value="100"/> 
</index> 
 
 



調剤情報提供書データの電子的交換のためのファイル仕様   Version:                     0.91 
交換用基本情報ファイル   更新日付:           01/Oct/09 
 
 

 Copyright(c) 2008 KIS, Inc. All Rights Reserved. Page 8
 

6. XML スキーマ 
調剤情報提供書交換用基本情報ファイルの XML スキーマ（ix08_V08.xsd）を以下に示す。 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns="http://kis-inc.jp/preparationOfDrugs/2008" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://kis-inc.jp/preparationOfDrugs/2008" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <!-- Element Definition --> 
 <xs:element name="index" type="Index.Index"/> 
 <!-- ComplexType Definition --> 
 <xs:complexType name="Index.Index"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="creationTime" type="Index.CreationTime"/> 
   <xs:element name="sender" type="Index.IdentifiedOrganization"/> 
   <xs:element name="totalRecordCount" type="Index.TotalRecordCount"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- 作成年月日（YYYYMMDD形式） --> 
 <xs:complexType name="Index.CreationTime"> 
  <xs:attribute name="value" type="date" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <!-- 送付元機関 --> 
 <xs:complexType name="Index.IdentifiedOrganization"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="id" type="Index.InstanceIdentifier"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <!-- 送付元機関番号 --> 
 <xs:complexType name="Index.InstanceIdentifier"> 
  <xs:attribute name="root" type="oid" use="required"/> 
  <xs:attribute name="extension" type="st" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <!-- 総ファイル数 --> 
 <xs:complexType name="Index.TotalRecordCount"> 
  <xs:attribute name="value" type="totalCount" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <!-- OID --> 
 <xs:simpleType name="oid"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="[0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <!-- 日付（YYYYMMDD形式） --> 
 <xs:simpleType name="date"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:pattern value="([1-9][0-9][0-9][0-9])((0[1-9])|(1[0-2]))(([0-2][0-9])|(3[01]))"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <!-- 総計(6桁以内) --> 
 <xs:simpleType name="totalCount"> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:minInclusive value="0"/> 
   <xs:maxInclusive value="999999"/> 
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  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <!-- 文字列型 --> 
 <xs:simpleType name="st"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
 

 


