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本書で用いた統計調査の概要は以下のとおりである。

「患者調査」

医療施設（病院及び診療所）を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医
療行政の基礎資料を得ることを目的として3年周期で実施している。
全国の医療施設を利用する患者を対象とし、層化無作為により抽出した医療施設における患者を

調査の客体として、調査の期日は、平成20年調査では、病院については20年10月21日～23日
（火～木）の3日間のうち病院ごとに指定した1日とし、診療所については20年10月21日（火）、
22日（水）、24日（金）の3日間のうち診療所ごとに指定した1日とした。また、退院患者につい
ては、20年9月1日～30日までの1か月間とした。
上記期日における患者についての性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況など

を調査している。

「受療行動調査」

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査する
ことにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ること
を目的として3年周期で実施している。
全国の一般病院を利用する患者（入院・外来）を対象とし、層化無作為抽出した一般病院（500

施設）を利用する患者を調査の客体として、20年調査では、20年10月21日～23日の3日間のうち
医療施設ごとに指定した１日における患者について、病院を選ぶにあたり必要とした情報、自宅で
療養できる条件、満足度等を調査している。

「医療施設調査」

全国の医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、
医療行政の基礎資料を得ることを目的として、3年周期で実施される「医療施設静態調査」と毎月
実施される「医療施設動態調査」がある。
「医療施設静態調査」は、調査年の10月1日現在に開設しているすべての医療施設を対象とし、

医療施設における施設名、所在地、開設者、診療科目、設備、許可病床数などを調査している。
「医療施設動態調査」は、開設、廃止等のあった医療施設を対象とし、施設名、所在地、開設者、
開設・廃止等の処分などを調査している。

本書の使用にあたって
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「病院報告」

全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び病院の従事者の状況を把握し、
医療行政の基礎資料を得ることを目的としている。
患者の利用状況については、毎月の在院患者数等を、従事者の状況については、調査年（毎年）

の10月1日現在における従事者数を調査している。

「医師・歯科医師・薬剤師調査」

医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を
除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的として2年周期で実
施している。
我が国に住所があって、医師法により届け出た医師、歯科医師法により届け出た歯科医師及び薬

剤師法により届け出た薬剤師からの各届出票を調査の客体とし、調査年の12月31日現在における医
師・歯科医師・薬剤師の住所、性、生年月日、業務の種別、従事先等について調査している。

「衛生行政報告例」

衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における衛生行政の実態を把握し、
衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的として毎年度実施している。

「地域保健・健康増進事業報告」

地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体で
ある保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推
進のための基礎資料を得ることを目的として毎年度実施している。

「国民医療費」

当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要する費用を推計した
ものであり、国民に必要な医療を確保していくための基礎資料を得ることを目的としている。
国民医療費には診療費、調剤費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費のほかに、健康保険

等で支給される移送費等を含んでいるが、国民医療費の範囲を傷病の治療費に限っているため、（1）
正常な妊娠や分娩等に要する費用、（2） 健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に
要する費用、（3）固定した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用は含まれていない。ま
た、患者が負担する入院時室料差額分、歯科材料差額分等の費用も含まれていない。
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主な用語・比率の解説

推計患者数

調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受療した患者の推計数

総患者数

調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者も
含む。）の数を次の算式により推計したものである。
総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)

受療率

推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数

受療率（人口10万対）＝　　　　　　　　　×　100，000

退院患者の平均在院日数

調査対象期間中（平成20年9月1日～30日）に退院した患者の在院期間の平均

退院患者の平均在院日数　＝　　

医療施設の種類

病院
医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有す
るもの
一般診療所

医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所（歯科医業のみは除く。）であって、患者
の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの
歯科診療所

歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下
の入院施設を有するもの

病院の種類

精神科病院
精神病床のみを有する病院

結核療養所
結核病床のみを有する病院

一般病院
上記以外の病院

病床の種類

精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床

感染症病床
「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」（平成10年法律第114号）に

推計患者数
推計人口

Σ（退院患者票1枚分の推計退院患者数×入院から退院までの日数）
9月中の推計退院患者数
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規定する一類感染症、二類感染症（結核を除く。）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染
症並びに新感染症の患者を入院させるための病床
結核病床

結核の患者を入院させるための病床
療養病床

病院の病床（精神病床、感染症病床、結核病床を除く。）又は一般診療所の病床のうち主と
して長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
一般病床

精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床
経過的旧その他の病床

旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法
律」（平成12年法律第141号）の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出を
していない病床（平成15年8月までの経過措置）
経過的旧療養型病床群

「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させ
るための一群の病床（平成15年8月までの経過措置）

病床利用率

病床利用率　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　100

平均在院日数

平均在院日数　＝　

ただし、療養病床については次式による

年間在院患者延数
（月間日数×月末病床数）の1月～12月の合計

年間在院患者延数
1/2 ×（年間新入院患者数＋年間退院患者数）

年間在院患者延数

1/2 ×　年間新入院患者数＋年間　　 ＋年間退院患者数＋年間〔 〕同一医療機関内の他の
病床から移された患者数

同一医療機関内の他の
病床へ移された患者数
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