
【分類一覧】　推計患者数（総数）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

性 入院－外来の種別

総数 総数
男 入院
女 新入院

繰越入院
年齢階級1　（5歳階級） 外来

初診
総数 初診通院
０歳 初診往診
１～４ 初診訪問診療
５～９ 再来
１０～１４ 再来通院
１５～１９ 再来往診
２０～２４ 再来訪問診療
２５～２９ 再来医師・歯科医師以外の訪問
３０～３４
３５～３９ 外傷の原因
４０～４４
４５～４９ 総数
５０～５４ 自動車交通事故
５５～５９ 自転車交通事故
６０～６４ その他の交通事故
６５～６９ スポーツ中の事故
７０～７４ 転倒・転落
７５～７９ その他の不慮の事故
８０～８４ 自傷
８５～８９ 他傷
９０歳以上 不明
不詳 ※歯科診療所を除く。

６５歳以上（再掲）
７０歳以上（再掲） 副傷病
７５歳以上（再掲）

総数
年齢階級2　　（10歳階級） 副傷病なし

糖尿病（合併症を伴わないもの）
総数 糖尿病（性）腎症
０～４歳 糖尿病（性）網膜症
５～１４ 糖尿病（性）神経障害
１５～２４ 糖尿病（性）足病変
２５～３４ 上記以外の合併症を伴う糖尿病
３５～４４ 肥満（症）
４５～５４ 高脂血症（脂質異常症）
５５～６４ 高血圧（症）
６５～７４ 虚血性心疾患
７５～８４ 脳卒中
８５歳以上 閉塞性末梢動脈疾患
不詳 大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤）
６５歳以上（再掲） 慢性腎不全（慢性腎臓病）
７０歳以上（再掲） 精神疾患
７５歳以上（再掲） その他の疾患

※歯科診療所を除く。

透析治療の状況

総数
透析治療あり
維持透析治療中
その他の透析治療中
治療なし
不明
※歯科診療所を除く。

診療費負担区分

総数
全額自費診療
自費診療と医療保険（公費）の併用
自費診療と介護保険の併用
医療保険（公費）のみ
医療保険(公費)と介護保険の併用
介護保険のみ
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【分類一覧】　推計患者数（総数）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

診療費支払方法 県内－県外

総数 総数
全額自費診療 県内
全国健康保険協会管掌健康保険(本人) 県外
全国健康保険協会管掌健康保険(家族) ※総数には、不詳を含む。

健康保険組合(本人)
健康保険組合(家族) 施設の種別
各種共済組合(本人)
各種共済組合(家族) 総数
国民健康保険 病院
退職者医療(本人) 精神科病院
退職者医療(家族) 結核療養所
高齢者の医療の確保に関する法律 特定機能病院
労働災害・公務災害 療養病床を有する病院
自動車損害賠償保障法 地域医療支援病院
その他 一般病院（上記以外）
公費負担のみ 一般診療所
介護保険のみ 有床
自費診療と介護保険の併用 療養病床を有する一般診療所(再掲)
不詳 無床
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（再掲） 歯科診療所
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（再掲）
障害者自立支援法（再掲） 開設者
生活保護法（医療扶助）（再掲）
その他の公費負担によるもの（再掲） 総数
介護保険（再掲） 病院

国・厚生労働省
紹介の状況 国・独立行政法人国立病院機構

国・その他
総数 都道府県
紹介あり 市町村
病院から 公的・その他
一般診療所から 社会保険関係団体
歯科診療所から 公益法人
介護老人保健施設から 医療法人
介護老人福祉施設から 学校法人・その他の法人
その他から 会社
紹介なし 個人
※歯科診療所を除く。 医育機関（再掲）

一般診療所
救急の状況 個人

その他
総数（救急） 歯科診療所
救急車により搬送 個人
救急外来を受診 その他
診療時間外の受診
救急以外
※歯科診療所を除く。

傷病分類

「傷病分類表」を参照

傷病大分類

「傷病分類表」を参照

傷病中分類

「傷病分類表」を参照

傷病小分類

「傷病分類表」を参照

傷病基本分類

「傷病分類表」を参照

病床規模　

総数
20-49床
50-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500-699
700床以上
300-499(再掲)
800床以上(再掲)
900床以上(再掲)
※病院のみ。
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【分類一覧】　推計患者数（総数）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

主傷病及び副傷病［糖尿病・高血圧（症）・高脂血症との組み合わせ］ 主傷病及び副傷病［高脂血症とその他の疾患との組み合わせ］

糖尿病 高脂血症
高血圧（症） （再掲）
高脂血症 高脂血症のみ
（再掲） 高脂血症＋糖尿病
糖尿病のみ 高脂血症＋肥満（症）
高血圧（症）のみ 高脂血症＋高血圧（症）
高脂血症のみ 高脂血症＋糖尿病＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋高血圧（症）＋糖尿病
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋高血圧（症）＋肥満（症）
高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患
※歯科診療所を除く。 高脂血症＋脳卒中

高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患
主傷病及び副傷病［糖尿病とその他の疾患との組み合わせ］ 高脂血症＋大動脈疾患

高脂血症＋慢性腎不全
糖尿病 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中
（再掲） 高脂血症＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病のみ 高脂血症＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患 高脂血症＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋脳卒中 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋大動脈疾患 高脂血症＋大動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋慢性腎不全 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患 ※歯科診療所を除く。

糖尿病＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋慢性腎不全 主傷病及び副傷病［３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）と
糖尿病＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 その他の疾患との組み合わせ］
糖尿病＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 （再掲）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患のみ
糖尿病＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 ３疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患 ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 ３疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
※歯科診療所を除く。 ３疾患＋虚血性心疾患＋大動脈疾患

３疾患＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
主傷病及び副傷病［高血圧（症）とその他の疾患との組み合わせ］ ３疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患

３疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症） ３疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
（再掲） ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）のみ ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病 ３疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋糖尿病＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋虚血性心疾患 ※歯科診療所を除く。

高血圧（症）＋脳卒中
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患 都道府県
高血圧（症）＋大動脈疾患
高血圧（症）＋慢性腎不全 「地域別表章」を参照
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

※歯科診療所を除く。
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【分類一覧】　推計患者数（入院）　［病院、一般診療所］

性 再入院までの期間　

総数 総数
男 0～10日
女 11～20日

21～30日
年齢階級1　（5歳階級）

入院期間1　
総数
０歳 総数
１～４ ０日～７日
５～９ ８日～１４日
１０～１４ １５日～３０日
１５～１９ １月～２月
２０～２４ ２月～３月
２５～２９ ３月～６月
３０～３４ ６月～１年
３５～３９ １年～１年６月
４０～４４ １年６月～２年
４５～４９ ２年～３年
５０～５４ ３年～５年
５５～５９ ５年～１０年
６０～６４ １０年以上
６５～６９ 不詳
７０～７４
７５～７９ 入院期間2　
８０～８４
８５～８９ 総数
９０歳以上 ０～１４日
不詳 １５～３０日
６５歳以上（再掲） １月～３月
７０歳以上（再掲） ３月～６月
７５歳以上（再掲） ６月～１年

１年～３年
年齢階級2　（10歳階級） ３年～５年

５年以上
総数 不詳
０～４歳 ６月以上（再掲）
５～１４
１５～２４ 外傷の原因
２５～３４
３５～４４ 総数
４５～５４ 自動車交通事故
５５～６４ 自転車交通事故
６５～７４ その他の交通事故
７５～８４ スポーツ中の事故
８５歳以上 転倒・転落
不詳 その他の不慮の事故
６５歳以上（再掲） 自傷
７０歳以上（再掲） 他傷
７５歳以上（再掲） 不明

年齢階級3　（10歳階級） 副傷病　

総数 総数
０～４歳 副傷病なし
５～９ 糖尿病（合併症を伴わないもの）
１０～１９ 糖尿病（性）腎症
２０～２９ 糖尿病（性）網膜症
３０～３９ 糖尿病（性）神経障害
４０～４９ 糖尿病（性）足病変
５０～５９ 上記以外の合併症を伴う糖尿病
６０～６９ 肥満（症）
７０～７９ 高脂血症（脂質異常症）
８０～８９ 高血圧（症）
９０歳以上 虚血性心疾患
不詳 脳卒中
６５歳以上（再掲） 閉塞性末梢動脈疾患
７０歳以上（再掲） 大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤）
７５歳以上（再掲） 慢性腎不全（慢性腎臓病）

精神疾患
入院の種別 その他の疾患

入院 透析治療の状況　
新入院
繰越入院 総数

透析治療あり
過去の入院の有無　 維持透析治療中

その他の透析治療中
総数 治療なし
過去の入院あり 不明
過去の入院なし
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【分類一覧】　推計患者数（入院）　［病院、一般診療所］

診療費負担区分　 病床規模　

総数 総数
全額自費診療 20-49床
自費診療と医療保険（公費）の併用 50-99
自費診療と介護保険の併用 100-199
医療保険（公費）のみ 200-299
医療保険(公費)と介護保険の併用 300-399
介護保険のみ 400-499

500-699
診療費支払方法　　 700床以上

300-499(再掲)
総数 800床以上(再掲)
全額自費診療 900床以上(再掲)
全国健康保険協会管掌健康保険(本人) ※病院のみ。

全国健康保険協会管掌健康保険(家族)
健康保険組合(本人) 県内－県外　
健康保険組合(家族)
各種共済組合(本人) 総数
各種共済組合(家族) 県内
国民健康保険 県外
退職者医療(本人) ※総数には、不詳を含む。

退職者医療(家族)
高齢者の医療の確保に関する法律 二次医療圏内－二次医療圏外　
労働災害・公務災害
自動車損害賠償保障法 総数
その他 二次医療圏内
公費負担のみ 二次医療圏外
介護保険のみ ※病院のみ。

自費診療と介護保険の併用 ※総数には、不詳を含む。

不詳
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（再掲） 施設の種別
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（再掲）
障害者自立支援法（再掲） 総数
生活保護法（医療扶助）（再掲） 病院
その他の公費負担によるもの（再掲） 精神科病院
介護保険（再掲） 結核療養所

特定機能病院
紹介の状況　　 療養病床を有する病院

地域医療支援病院
総数 一般病院（上記以外）
紹介あり 一般診療所
病院から 有床
一般診療所から 療養病床を有する一般診療所(再掲)
歯科診療所から
介護老人保健施設から 病床の種類　
介護老人福祉施設から
その他から 総数
紹介なし 病院

精神病床
入院（重症度等）の状況　 老人性認知症疾患療養病棟

その他の精神病床
総数 感染症病床
生命の危険は少ないが入院治療、手術を要する 結核病床
生命の危険がある 療養病床
受け入れ条件が整えば退院可能 療養病床（医療保険適用病床）
検査入院 療養病床（介護保険適用病床）
その他 一般病床（病院）

一般診療所
救急の状況 療養病床

療養病床（医療保険適用病床）
総数（救急） 療養病床（介護保険適用病床）
救急車により搬送 一般病床（一般診療所）
救急外来を受診
診療時間外の受診 開設者
救急以外

総数
傷病分類 病院

国・厚生労働省
「傷病分類表」を参照 国・独立行政法人国立病院機構

国・その他
傷病大分類 都道府県

市町村
「傷病分類表」を参照 公的・その他

社会保険関係団体
傷病中分類 公益法人

医療法人
「傷病分類表」を参照 学校法人・その他の法人

会社
傷病小分類 個人

医育機関（再掲）
「傷病分類表」を参照 一般診療所

個人
傷病基本分類 その他

「傷病分類表」を参照
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【分類一覧】　推計患者数（入院）　［病院、一般診療所］

主傷病及び副傷病［糖尿病・高血圧（症）・高脂血症との組み合わせ］ 主傷病及び副傷病［高脂血症とその他の疾患との組み合わせ］

糖尿病 高脂血症
高血圧（症） （再掲）
高脂血症 高脂血症のみ
（再掲） 高脂血症＋糖尿病
糖尿病のみ 高脂血症＋肥満（症）
高血圧（症）のみ 高脂血症＋高血圧（症）
高脂血症のみ 高脂血症＋糖尿病＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋高血圧（症）＋糖尿病
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋高血圧（症）＋肥満（症）
高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患

高脂血症＋脳卒中
高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患

主傷病及び副傷病［糖尿病とその他の疾患との組み合わせ］ 高脂血症＋大動脈疾患
高脂血症＋慢性腎不全

糖尿病 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中
（再掲） 高脂血症＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病のみ 高脂血症＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患 高脂血症＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋脳卒中 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋大動脈疾患 高脂血症＋大動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋慢性腎不全 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋慢性腎不全 主傷病及び副傷病［３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）と
糖尿病＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 その他の疾患との組み合わせ］
糖尿病＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 （再掲）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患のみ
糖尿病＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 ３疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患 ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 ３疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患

３疾患＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
３疾患＋虚血性心疾患＋慢性腎不全

主傷病及び副傷病［高血圧（症）とその他の疾患との組み合わせ］ ３疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
３疾患＋脳卒中＋大動脈疾患

高血圧（症） ３疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
（再掲） ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）のみ ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病 ３疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋糖尿病＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋虚血性心疾患
高血圧（症）＋脳卒中 都道府県
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋大動脈疾患 「地域別表章」を参照
高血圧（症）＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中 二次医療圏　
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋大動脈疾患 「地域別表章」を参照
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋慢性腎不全 ※病院のみ。

高血圧（症）＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全
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【分類一覧】　推計患者数（外来）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

性 外傷の原因

総数 総数
男 自動車交通事故
女 自転車交通事故

その他の交通事故
年齢階級1　（5歳階級） スポーツ中の事故

転倒・転落
総数 その他の不慮の事故
０歳 自傷
１～４ 他傷
５～９ 不明
１０～１４ ※歯科診療所を除く。

１５～１９
２０～２４ 副傷病
２５～２９
３０～３４ 総数
３５～３９ 副傷病なし
４０～４４ 糖尿病（合併症を伴わないもの）
４５～４９ 糖尿病（性）腎症
５０～５４ 糖尿病（性）網膜症
５５～５９ 糖尿病（性）神経障害
６０～６４ 糖尿病（性）足病変
６５～６９ 上記以外の合併症を伴う糖尿病
７０～７４ 肥満（症）
７５～７９ 高脂血症（脂質異常症）
８０～８４ 高血圧（症）
８５～８９ 虚血性心疾患
９０歳以上 脳卒中
不詳 閉塞性末梢動脈疾患
６５歳以上（再掲） 大動脈疾患（大動脈解離、大動脈瘤）
７０歳以上（再掲） 慢性腎不全（慢性腎臓病）
７５歳以上（再掲） 精神疾患

その他の疾患
年齢階級2　（10歳階級） ※歯科診療所を除く。

総数 歯科分類
０～４歳
５～１４ 総数
１５～２４ う蝕症(C)
２５～３４ 歯髄炎(Pul)、歯髄壊疽(Pu壊疽)、歯髄壊死(Pu壊死)
３５～４４ 歯根膜炎(Per)
４５～５４ 歯槽膿瘍(AA)、歯根嚢胞(WZ)
５５～６４ 歯肉炎(G)
６５～７４ 慢性歯周炎(P)
７５～８４ 歯肉膿瘍(GA)、その他の歯周疾患
８５歳以上 智歯周囲炎(Perico)
不詳 その他の歯及び歯の支持組織の障害
６５歳以上（再掲） じょく瘡性潰瘍(Dul)、口内炎(Stom)等
７０歳以上（再掲） その他の顎及び口腔の疾患
７５歳以上（再掲） 歯の補てつ（冠、ブリッジ、有床義歯、インプラント）

歯科矯正
年齢階級3　（10歳階級） 外因による損傷

検査・健康診断（査）及びその他の保健医療サ－ビス
総数 ※歯科診療所のみ。

０～４歳
５～９ 透析治療の状況　
１０～１９
２０～２９ 総数
３０～３９ 透析治療あり
４０～４９ 維持透析治療中
５０～５９ その他の透析治療中
６０～６９ 治療なし
７０～７９ 不明
８０～８９ ※歯科診療所を除く。

９０歳以上
不詳 診療費負担区分
６５歳以上（再掲）
７０歳以上（再掲） 総数
７５歳以上（再掲） 全額自費診療

自費診療と医療保険（公費）の併用
外来の種別 自費診療と介護保険の併用

医療保険（公費）のみ
外来 医療保険(公費)と介護保険の併用
初診 介護保険のみ
初診通院
初診往診
初診訪問診療
再来
再来通院
再来往診
再来訪問診療
再来医師・歯科医師以外の訪問
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【分類一覧】　推計患者数（外来）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

診療費支払方法　　 病床規模　

総数 総数
全額自費診療 20-49床
全国健康保険協会管掌健康保険(本人) 50-99
全国健康保険協会管掌健康保険(家族) 100-199
健康保険組合(本人) 200-299
健康保険組合(家族) 300-399
各種共済組合(本人) 400-499
各種共済組合(家族) 500-699
国民健康保険 700床以上
退職者医療(本人) 300-499(再掲)
退職者医療(家族) 800床以上(再掲)
高齢者の医療の確保に関する法律 900床以上(再掲)
労働災害・公務災害 ※病院のみ。

自動車損害賠償保障法
その他 県内－県外　
公費負担のみ
介護保険のみ 総数
自費診療と介護保険の併用 県内
不詳 県外
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（再掲） ※総数には、不詳を含む。

障害者自立支援法（再掲）
生活保護法（医療扶助）（再掲） 施設の種別
その他の公費負担によるもの（再掲）
介護保険（再掲） 総数

病院
紹介の状況　 精神科病院

結核療養所
総数 特定機能病院
紹介あり 療養病床を有する病院
病院から 地域医療支援病院
一般診療所から 一般病院（上記以外）
歯科診療所から 一般診療所
介護老人保健施設から 有床
介護老人福祉施設から 療養病床を有する一般診療所(再掲)
その他から 無床
紹介なし 歯科診療所
※歯科診療所を除く。

開設者
救急の状況

総数
総数（救急） 病院
救急車により搬送 国・厚生労働省
救急外来を受診 国・独立行政法人国立病院機構
診療時間外の受診 国・その他
救急以外 都道府県
※歯科診療所を除く。 市町村

公的・その他
傷病分類 社会保険関係団体

公益法人
「傷病分類表」を参照 医療法人

学校法人・その他の法人
傷病大分類 会社

個人
「傷病分類表」を参照 医育機関（再掲）

一般診療所
傷病中分類 個人

その他
「傷病分類表」を参照 歯科診療所

個人
傷病小分類 その他

「傷病分類表」を参照

傷病基本分類

「傷病分類表」を参照
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【分類一覧】　推計患者数（外来）　［病院、一般診療所、歯科診療所］

主傷病及び副傷病［糖尿病・高血圧（症）・高脂血症との組み合わせ］ 主傷病及び副傷病［高脂血症とその他の疾患との組み合わせ］

糖尿病 高脂血症
高血圧（症） （再掲）
高脂血症 高脂血症のみ
（再掲） 高脂血症＋糖尿病
糖尿病のみ 高脂血症＋肥満（症）
高血圧（症）のみ 高脂血症＋高血圧（症）
高脂血症のみ 高脂血症＋糖尿病＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋高血圧（症）＋糖尿病
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋高血圧（症）＋肥満（症）
高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症）
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患
※歯科診療所を除く。 高脂血症＋脳卒中

高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患
主傷病及び副傷病［糖尿病とその他の疾患との組み合わせ］ 高脂血症＋大動脈疾患

高脂血症＋慢性腎不全
糖尿病 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中
（再掲） 高脂血症＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病のみ 高脂血症＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋高脂血症 高脂血症＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症） 高脂血症＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患 高脂血症＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋脳卒中 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患 高脂血症＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋大動脈疾患 高脂血症＋大動脈疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋慢性腎不全 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋高血圧（症）＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

糖尿病＋高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中 高脂血症＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

糖尿病＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患 ※歯科診療所を除く。

糖尿病＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋慢性腎不全 主傷病及び副傷病［３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）と
糖尿病＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 その他の疾患との組み合わせ］
糖尿病＋脳卒中＋大動脈疾患
糖尿病＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患（糖尿病・高血圧（症）・高脂血症）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 （再掲）
糖尿病＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患のみ
糖尿病＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患 ３疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患 ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全 ３疾患＋大動脈疾患
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患 ３疾患＋慢性腎不全
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中
糖尿病＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全 ３疾患＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
※歯科診療所を除く。 ３疾患＋虚血性心疾患＋大動脈疾患

３疾患＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
主傷病及び副傷病［高血圧（症）とその他の疾患との組み合わせ］ ３疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患

３疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症） ３疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
（再掲） ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）のみ ３疾患＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病 ３疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋糖尿病＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症 ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

高血圧（症）＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋糖尿病＋高脂血症＋肥満（症） ３疾患＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋虚血性心疾患 ※歯科診療所を除く。

高血圧（症）＋脳卒中
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患 都道府県
高血圧（症）＋大動脈疾患
高血圧（症）＋慢性腎不全 「地域別表章」を参照
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患
高血圧（症）＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋大動脈疾患＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋大動脈疾患
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋慢性腎不全
高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患

高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋慢性腎不全

高血圧（症）＋虚血性心疾患＋脳卒中＋閉塞性末梢動脈疾患＋大動脈疾患＋慢性腎不全

※歯科診療所を除く。
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