
（平成19年～28年死亡票）

【分類一覧】

男女別

男女計 全国 年齢階級計
　男 （都道府県） （指定都市（再掲）） 　～19歳
　女 　北海道 　東京都の区部 　20～24

　青森 　札幌市 　25～29
　岩手 　仙台市 　30～34
　宮城 　さいたま市 　35～39
　秋田 　千葉市 　40～44
　山形 　横浜市 　45～49
　福島 　川崎市 　50～54
　茨城 　相模原市（H22～） 　55～59

死亡した月計 　栃木 　新潟市 　60～64
　1月 　群馬 　静岡市 　65～69
　2月 　埼玉 　浜松市 　70～74
　3月 　千葉 　名古屋市 　75～79
　4月 　東京 　京都市 　80～84
　5月 　神奈川 　大阪市 　85～89
　6月 　新潟 　堺市 　90～94
　7月 　富山 　神戸市 　95～99
　8月 　石川 　岡山市 (H21～） 　100歳～
　9月 　福井 　広島市 　不詳
　10月 　山梨 　北九州市 注：死亡した人が１５歳未満及び
　11月 　長野 　福岡市 　　年齢不詳の場合を除く。
　12月 　岐阜 　熊本市（H24～）

　静岡
　愛知
　三重
　滋賀
　京都
　大阪
　兵庫 死亡したときの世帯の主な仕事計

年齢階級計 　奈良 　農家世帯
　0～4歳 　和歌山 　自営業者世帯
　5～9歳 　鳥取 　常用勤労者世帯（Ⅰ）
　10～14 　島根 　常用勤労者世帯（Ⅱ）
　15～19 　岡山 　その他の世帯
　20～24 　広島 　無職の世帯
　25～29 　山口 　不詳
　30～34 　徳島
　35～39 　香川
　40～44 　愛媛
　45～49 　高知
　50～54 　福岡
　55～59 　佐賀
　60～64 　長崎
　65～69 　熊本 死亡した場所の種別計
　70～74 　大分 　病院
　75～79 　宮崎 　診療所
　80～84 　鹿児島 　介護老人保健施設
　85～89 　沖縄 　助産所
　90～94 　外国 　老人ホーム
　95～99 　不詳 　自宅
　100歳～ 　その他
　不詳

小学生、中学生、小・中学生以外計 死亡した人の夫または妻計
　小学生 　いる
　中学生 　未婚
　小・中学生以外 　死別

　離別
　不詳
注：死亡した人が１５歳未満及び年齢不詳の場合を除く。

小・中学生 死亡した人の夫または妻

死亡した場所の種別

死亡した人の住所
死亡した人の

夫または妻の満年齢

死亡した月

死亡したときの
世帯の主な仕事死亡した人の年齢
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死因簡単分類計
01000 感染症及び寄生虫症 09207 　　心不全 　
01100　 腸管感染症 09208 　　その他の心疾患 　
01200　 結核 09300   脳血管疾患 　
01201　　 呼吸器結核 09301 　　くも膜下出血 　
01202     その他の結核 09302 　　脳内出血 　
01300   敗血症 09303 　　脳梗塞 　
01400   ウイルス肝炎 09304 　　その他の脳血管疾患 　
01401     Ｂ型ウイルス肝炎 09400   大動脈瘤及び解離 　
01402     Ｃ型ウイルス肝炎 09500   その他の循環器系の疾患 　
01403     その他のウイルス肝炎 10000 呼吸器系の疾患 　
01500   ヒト免疫不全ウイルス［ＨＩＶ］病 10100   インフルエンザ 　
01600   その他の感染症及び寄生虫症 10200   肺炎 　
02000 新生物 10300   急性気管支炎 　
02100   悪性新生物 10400   慢性閉塞性肺疾患 　
02101     口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 10500   喘息 　
02102     食道の悪性新生物 10600   その他の呼吸器系の疾患 　
02103     胃の悪性新生物 11000 消化器系の疾患 　
02104     結腸の悪性新生物 11100   胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 　
02105     直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 11200   ヘルニア及び腸閉塞 　
02106     肝及び肝内胆管の悪性新生物 11300   肝疾患 　
02107     胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 11301 　　肝硬変（アルコール性を除く） 　
02108 　　膵の悪性新生物 11302 　　その他の肝疾患 　
02109 　　喉頭の悪性新生物 11400   その他の消化器系の疾患 　
02110 　　気管，気管支及び肺の悪性新生物 12000 皮膚及び皮下組織の疾患 　
02111 　　皮膚の悪性新生物 13000 筋骨格系及び結合組織の疾患 　
02112 　　乳房の悪性新生物 14000 腎尿路生殖器系の疾患 　
02113 　　子宮の悪性新生物 14100   糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 　
02114 　　卵巣の悪性新生物 14200   腎不全 　
02115 　　前立腺の悪性新生物 14201 　　急性腎不全 　
02116 　　膀胱の悪性新生物 14202 　　慢性腎不全 　
02117 　　中枢神経系の悪性新生物 14203 　　詳細不明の腎不全 　
02118 　　悪性リンパ腫 14300   その他の腎尿路生殖器系の疾患 　
02119 　　白血病 15000 妊娠，分娩及び産じょく 　
02120 　　その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物 16000 周産期に発生した病態 　
02121 　　その他の悪性新生物 16100   妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 　
02200   その他の新生物 16200   出産外傷 　
02201 　　中枢神経系のその他の新生物 16300   周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 　
02202 　　中枢神経系を除くその他の新生物 16400   周産期に特異的な感染症 　
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 16500   胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 　
03100   貧血 16600   その他の周産期に発生した病態 　
03200   その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 17000 先天奇形，変形及び染色体異常 　
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患 17100   神経系の先天奇形 　
04100   糖尿病 17200   循環器系の先天奇形 　
04200   その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 17201 　　心臓の先天奇形 　
05000 精神及び行動の障害 17202 　　その他の循環器系の先天奇形 　
05100   血管性及び詳細不明の認知症 17300   消化器系の先天奇形 　
05200   その他の精神及び行動の障害 17400   その他の先天奇形及び変形 　
06000 神経系の疾患 17500   染色体異常，他に分類されないもの 　
06100   髄膜炎 18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
06200   脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 18100 　老衰 　
06300   パーキンソン病 18200 　乳幼児突然死症候群 　
06400   アルツハイマー病 18300 　その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

06500   その他の神経系の疾患 20000 傷病及び死亡の外因 　
07000 眼及び付属器の疾患 20100   不慮の事故 　
08000 耳及び乳様突起の疾患 20101 　　交通事故 　
09000 循環器系の疾患 20102 　　転倒・転落 　
09100   高血圧性疾患 20103 　　不慮の溺死及び溺水 　
09101 　　高血圧性心疾患及び心腎疾患 20104 　　不慮の窒息 　
09102 　　その他の高血圧性疾患 20105 　　煙，火及び火炎への曝露 　
09200   心疾患（高血圧性を除く）  20106 　　有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 　
09201 　　慢性リウマチ性心疾患 20107 　　その他の不慮の事故 　
09202 　　急性心筋梗塞 20200   自殺 　
09203     その他の虚血性心疾患 20300   他殺 　
09204 　　慢性非リウマチ性心内膜疾患 20400   その他の外因 　
09205 　　心筋症 22000 特殊目的用コード 　
09206 　　不整脈及び伝導障害 22100 　重症急性呼吸器症候群［SARS］ 　

死因簡単分類
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手術の有無計 解剖の有無計
　手術無し 　解剖無し
　手術有り 　解剖有り

不慮の事故の種類計
V01-V98   交通事故
W00-W17   転倒・転落
　W01            　スリップ，つまづき及びよろめきによる同一平面上での転倒
　W10　　　　 　 　階段及びステップからの転落及びその上での転倒
　W13　　　　 　 　建物又は建造物からの転落
　W17           　その他の転落
W20-W49   生物によらない機械的な力への曝露
　W20            　投げられ，投げ出され又は落下する物体による打撲
W50-W64   生物による機械的な力への曝露
W65-W74   不慮の溺死及び溺水
　W65-W66   　浴槽内での及び浴槽への転落による溺死及び溺水
　W69-W70   　自然の水域内での及び自然の水域への転落による溺死及び溺水
W75-W84   その他不慮の窒息
　W78            　胃内容物の誤えん
　W79            　気道閉塞を生じた食物の誤えん
　W80            　気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん
　W84 　詳細不明の窒息
W85-W99   電流，放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露
X00-X09   煙，火及び火炎への曝露
　X00            　建物又は建造物内の管理されていない火への曝露
X10-X19   熱及び高温物質との接触
X20-X29   有毒動植物との接触
X30-X39   自然の力への曝露
　X30            　自然の過度の高温への曝露
　X31            　自然の過度の低温への曝露
　X34            　地震による受傷者
X40-X49   有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
X50-X57   無理ながんばり，旅行及び欠乏状態
X58-X59   その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露

注：不慮の事故による死亡のみの集計となる。

　家（庭）
　居住施設
　学校，施設及び公共の地域
　スポーツ施設及び競技施設
　街路及びハイウェイ
　商業及びサービス施設
　工業用地域及び建築現場
　農場
　その他の明示された場所
　詳細不明の場所

注：交通事故以外の不慮の事故による死亡のみの集計となる。

傷害が発生したところ

傷害が発生したところ計

手術の有無 解剖の有無

不慮の事故の種類


