
第１表の１

整理番号 都道府県名

二次医療圏名 符号

所轄保健所名 符号

市町村名 符号

― ―

　　　　　　　　　　　　世帯

　１　巡回診療

　２　患者輸送

　３　健康診断
（高齢者医療確保法
特定）

患者以外の乗合

実施機関

実施回数

減の理由

眼科、耳鼻いんこう科の巡回診
療体制の有無

運行日数

１日平均利用者数

受診者延数
20年度　　　　　　　回

25年度　　　　　　　回

20年度　　　　　　回

25年度　　　　　　回

実施主体

実施回数

（　　 　　） （　　　　　　）（　　　　　　）（　　 　　）（　　 　　）

(10)地区内の中心場所への自動
車の乗入

　a　 可

　b　不可

１加入者数（26年10月末現在）

２　受診件数（26年10月分）

人

件

２ ねたきり者数

（再掲）
３ 就労者数

（再掲）

男

女

計

区分
１　人口（平成２６年　　月　　日現在）

総数 0～14才 15～64才 65～69才

(3)調査対象となる事情

(8)地区内人口等の状況

(9)国保加入者の状況

(12)無医地区となってい
る主な理由
(人口500人以上の無医
地区）

(13)平成25年度巡回診
療、健康診断等の実施
状況

　e　最寄医療機関があるので不必要

　c　巡回診療で十分　　　　　　　　　d　患者輸送車で十分

　a　無医地区の定義に該当する

　b　無医地区に準じる定義に該当する

70才以上

(4)法律適用状況

(6)高齢者世帯数　　　　　　　　　　　　世帯

フリガナ

(1)無医地区名

(2)メッシュコード

(5)総世帯数

(7)自動車（船）保有世帯数

(11)救急患者の搬送方
法等

　２　最寄病院に収容されるまでの時間

　１　搬送方法 　a　救急車　　　b　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

　３　最寄診療所に収容されるまでの時間 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

　４　搬送が不可能になる時間及び日数 　　　　　　　　　　時間

（　　 　　）（　　 　　）

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　過　疎　　　b　山　村　　　c　豪　雪　　　d　特　豪

　e　離　島　　　f　沖　縄　　　g　奄　美　　　h　適用外

　　　　　　　　　　　　　　世帯

医

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　都道府県　　b　市町村　　 c　検診団体

　　　　　　　　　　回 受診者延数 　　　　　　　　　　人

　　a　有　　　　　　　　　b　無

　　a　有　　　　　　　　　b　無

　週　　　　　　　　　日

　　　　　　　　　　　人

　a　可　　　b　不可

1日当たり往復回数 　　　　　　　　往復

料金徴収 　a　有　　　b　無

　　　　　　　　　　日

　a　医師の確保ができない　　　　　b　財政上医療機関の設置不能

　f　その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　a　無医地区の対象人数の減

　b　巡回診療を行う体制の減

　c　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

眼科

耳鼻

無医地区等調査　調査票（平成２６年１０月末日現在）

統計法に基づく国

の統計調査です。

調査票情報の秘密
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　e　眼　科　　　f　耳鼻咽喉科

　g　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　巡回診療　　　b　診療所への代診医派遣　　　c　画像診断

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

８　診療体制

９　実施診療科

10　支援の可能性

11　往診回数

３　病床数 　　　　　　床

　a　都道府県　　b　市町村　　c　公的四団体　　d　医療法人

　e　個　　  人　　f　その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　㎞

　　　　　　　　　　分

６　自動車（船）利用の
　　場合の距離・時間

　常 　勤　　　　　　　　　　人

　非常勤　　　　　　　　　　人

休日診療体制

夜間診療体制

　a　都道府県　　b　輪番制に参加　　c　未実施

　　　　　　　　　　　　　回（２６年１０月分）

a　有
一日　　　　　　　往復
片道　　　　　　　　分

　　　b　無

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　都道府県　　b　輪番制に参加　　c　未実施

７　患者輸送事業

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　内　科　　　b　小児科　　　c　外　科　　　d　産　科

１　名称

２　所在地

４　設置主体

５　医師数

無医地区名

　　　　　　　　　　人

　a　都道府県　　b　市町村　　c　その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　回

整理記号・番号

　a　都道府県　　b　市町村　　c　検診団体

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　回 受診者延数

４　健康診断
（上記３以外）

５　健康教育

６　健康相談

実施機関

実施回数

実施回数

実施機関

実施回数

実施機関

　a　都道府県　　b　市町村　　c　その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　回 相談者延数 　　　　　　　　　　人

医

(14)最寄病院

(15)最寄診療所

９　患者輸送事業

10　支援病院からの体制

　　日祭日　　　　：　　　～　　　：　　

　常勤　　　　　人、　非常勤　　　　　人、　平均年齢　　　　　歳

　　　　　　　　㎞　　　　　　　　分

a　有
　一日　　　　　　　　　　往復

　片道　　　　　　　　　　　分
　　b　無

代診医の派遣体制

11　往診回数 　　　　　　　　　　　　　回（２６年１０月分）

　　　a　有　　　　b　無

３　病床数 　　　　　　床

　a　都道府県　　b　市町村　　c　公的四団体　　d　医療法人

　e　個　　  人　　f　その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　日　（　　　　曜日）

　　平　 日　　　　：　　　～　　　：　　　

　　土曜日　　　　：　　　～　　　：　　

１　名称

２　所在地

４　設置主体

５　一週当り診療日数

６　診療時間

７　医師数等

８　自動車（船）利用の場合の距離・時間



第１表の３

(21)在宅医療

(22)老人関連施設

(16)最寄医療機関まで公
共交通機関を利用する
場合の時間等

(17）へき地医療拠点病
院

(18）最寄総合診療病院

(19)へき地保健指導所

(20)保健師の活動体制

　一日　　　　　　　　　往復　　　　　　　　分　　　　　．　　㎞船

医

その他
（　　　　　） 　　　　　．　　㎞ 　　　　　　　　分 　一日　　　　　　　　　往復

無医地区名 整理記号・番号

最寄医療機関
の種別

　a　病　 院

　b　診療所

区　　分 往　復　便　数距　　離 時　　間

　　　　　　　　分　　　　　．　　㎞徒　　歩

　一日　　　　　　　　　往復　　　　　　　　分　　　　　．　　㎞鉄　　道

　一日　　　　　　　　　往復　　　　　　　　分　　　　　．　　㎞バ　　ス

a　有

b　無

１　病院名

２　病院までの距離等
　a　公共交通機関利用の場合

　b　自動車（船）利用の場合

　　　　　　．　　㎞　　　　分

　　　　　　．　　㎞　　　　分

　　　　　　　　分

豪雪地帯等の場合の冬期利用状況

　a　可　　b　不可　　（　　　月　　　旬　～　　　　月　　　旬）

その他

船

鉄　　道

バ　　ス

区　　分

計 　　　　　．　　㎞

　a　可　　b　不可　　（　　　月　　　旬　～　　　　月　　　旬）

　a　可　　b　不可　　（　　　月　　　旬　～　　　　月　　　旬）

　a　可　　b　不可　　（　　　月　　　旬　～　　　　月　　　旬）

　b　自動車（船）利用の場合 　　　　　　　　．　　㎞　　　　　　　分

　２　訪問指導延件数（25年度）

　１　保健師 　a　常　勤　　　　　　　　人　　　　b　非常勤　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　件

　a　徒　 歩　　　b　自動車

　c　その他（　　　　　　　　　　　）
　３　訪問指導のための交通手段

　a　デイサービスセンター　　　b　養護老人ホーム　　　c　特別養護老人ホーム

　d　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　d　市町村保健師と保健所保健師と共同　　　e　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　a　過疎四法による保健師　　　b　市町村保健師　　　c　保健所保健師

訪問指導延件数（25年度） 　　　　　件 再掲
　寝たきり
　　　　　　　　件

　看　　護
　
件

訪問看護
実施主体

対象人員 　　　　　　　　人 延件数（26年10月分） 　　　　　　　　　　件

１　病院名

２　病院までの
距離等

a　有

b　無

　a　公共交通機関利用の場合 　　　　　　　　．　　㎞　　　　　　　分


