
 

目       次 

 

 

                                                頁 

Ⅰ 調査の概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1 

 

 

Ⅱ 結果の概要  

 １   都民の推計患者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

 ２   都内施設の推計患者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

 ３   都民の受療率 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15 

 ４   流入－流出患者の受療割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18 

 ５   流入－流出の推計患者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19  

 ６   二次医療圏内の病院の受療割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 

 ７   都民患者の入院期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22 

 ８   退院患者の平均在院日数・在院期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23 

 

 

Ⅲ 統 計 表 

  

  年次推移 

  第１表 都民の推計患者数の年次推移、入院－外来・施設の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  26 

 第２表 都民の受療率（人口10万対) の年次推移、入院－外来・施設の種類別 ‥‥‥‥  26 

 第３表 都内施設の推計患者数の年次推移、入院－外来・施設の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥  26 

 第４表 都民の推計患者数及び受療率の年次推移、入院－外来・性・年齢階級別 ‥‥‥  28 

 第５表 都民の推計患者数及び受療率の年次推移、入院－外来・傷病大分類別 ‥‥‥‥  30 

  第６表  都内施設の推計患者数の年次推移、入院－外来・性・年齢階級別 ‥‥‥‥‥‥  32 

 

  都民の推計患者数 

第７表  都民の推計患者数・構成割合、診療費支払方法・施設の種類・入院－外来別 ‥  34 

第８表 都民の推計患者数・構成割合、受療の種別・施設の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  36 

第９表 都民の推計患者数、入院－外来・紹介の状況・病院（病床規模）－ 

     一般診療所別‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  38 

第10表  都民の推計患者数、入院－外来・都内施設－都外施設・性・年齢階級別 ‥‥‥  40 

第11表  都民の推計患者数、施設の種類・入院－外来・年齢階級・傷病大分類別 ‥‥‥  42 

第12表 都民の推計患者数・構成割合、施設の種類・入院－外来・都内施設－都外施設・ 

        傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  66 

第13表  都民の推計患者数（65歳以上）・構成割合、施設の種類・入院－外来・ 

     都内施設－都外施設・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  74 

第14表 都民の推計患者数、施設の種類・入院－外来・紹介の状況・傷病大分類別 ‥‥  82 



第15表 都民の推計患者数、入院－外来・救急の状況・病院－一般診療所・傷病大分類別 88 

第16表 都民の歯科診療所の推計患者数、年齢階級・性・歯科分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥  94 

第17表 都民の推計入院患者数、病院－一般診療所・入院期間・年齢階級・性別 ‥‥‥  96 

第18表 都民の推計入院患者数、病院－一般診療所・入院期間・傷病大分類別 ‥‥‥‥ 102 

第19表 都民の推計入院患者数、入院の状況・入院期間・病床の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥ 108 

 

  都民の推計退院患者数 

第20表 都民の推計退院患者数、病院－一般診療所・手術の有無・退院事由・ 

     傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 110 

第21表 都民の推計退院患者数、病院－一般診療所・手術の有無・退院事由・ 

     年齢階級・性別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 116 

第22表 都民の推計退院患者数、病院－一般診療所・退院後の行き先・傷病大分類別 ‥ 122 

第23表 都民の推計退院患者数、病院－一般診療所・退院後の行き先・年齢階級・性別‥ 128 

第24表 都民の推計退院患者数、手術の有無・在院期間・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥ 134 

第25表 都民の推計退院患者数、病院－一般診療所・在院期間・年齢階級・性別 ‥‥‥ 140 

 

  都内施設の推計患者数 

第26表 都内施設の推計患者数・構成割合、診療費支払方法・施設の種類・ 

     入院－外来別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 146 

第27表 都内施設の推計患者数・構成割合、受療の種別・施設の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥ 148 

第28表 都内施設の推計患者数、入院－外来・紹介の状況・病院（病床規模）－ 

     一般診療所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 150 

第29表  都内施設の推計患者数、入院－外来・都民－都民外・性・年齢階級別 ‥‥‥‥ 152 

第30表 都内施設の推計患者数、施設の種類・入院－外来・年齢階級・傷病大分類別 ‥ 154 

第31表 都内施設の推計患者数・構成割合、施設の種類・入院－外来・都民－都民外・ 

     傷病大分類別  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 178 

第32表  都内施設の推計患者数、施設の種類・入院－外来・紹介の状況・ 

    傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 186 

第33表  都内施設の推計患者数、入院－外来・救急の状況・病院－一般診療所・ 

傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 192 

第34表 都内の歯科診療所の推計患者数、年齢階級・性・歯科分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 198 

第35表 都内施設の推計入院患者数、病院－一般診療所・入院期間・年齢階級・性別 ‥ 200 

第36表 都内施設の推計入院患者数、病院－一般診療所・入院期間・傷病大分類別 ‥‥ 206 

第37表 都内施設の推計入院患者数、入院の状況・入院期間・病床の種類別 ‥‥‥‥‥ 212 

 

都内施設の推計退院患者数 

第38表 都内施設の推計退院患者数、病院－一般診療所・手術の有無・退院事由・ 

      傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 214 

第39表 都内施設の推計退院患者数、病院－一般診療所・手術の有無・退院事由・ 

     年齢階級・性別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 220 

 



第40表 都内施設の推計退院患者数、病院－一般診療所・退院後の行き先・ 

        傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 226 

第41表 都内施設の推計退院患者数、病院－一般診療所・退院後の行き先・ 

     年齢階級・性別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 232 

第42表  都内施設の推計退院患者数、手術の有無・在院期間・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥ 238 

第43表 都内施設の推計退院患者数、病院－一般診療所・在院期間・年齢階級・性別 ‥ 244 

 

都民の受療率 

第44表  都民の受療率（人口10万対）、入院－外来・都内施設－都外施設・性・ 

     年齢階級別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 250 

第45表 都民の受療率（人口10万対）、施設の種類・入院－外来・年齢階級・ 

     傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 252 

 

平均在院日数 

第46表 都民の退院患者の平均在院日数、病院－一般診療所・年齢階級・性・ 

     傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 276 

第47表 都内施設の退院患者の平均在院日数、病院－一般診療所・年齢階級・性・ 

     傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 294 

 

医療圏別病院の推計 

第48表 病院の推計入院患者数、病床の種類（精神－結核－その他）・ 

     患者住所地（都内医療圏－都外）・施設所在地（都内医療圏－都外）別 ‥‥‥ 312 

 都内施設の総患者数 

第49表 都内施設の総患者数、年齢階級・性・傷病大分類別‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 320 

 都民の総患者数 

第50表 都民の総患者数、年齢階級・性・傷病大分類別‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 326 

 

Ⅳ 用語の解説  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 332 

 

 

  参  考（全国の受療状況） 

    第１表 全国の推計患者数及び受療率、施設の種別・受療の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 351 

    第２表 全国の推計患者数の年次推移、入院－外来・施設の種類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 351 

    第３表 全国の推計患者数の年次推移、入院－外来・性・年齢階級別 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 352 

    第４表 全国の受療率（人口10万対）の年次推移、入院－外来・性・年齢階級別  ‥‥‥ 354 

    第５－１表 全国の入院受療率（人口10万対）、年齢階級・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥ 356 

    第５－２表 全国の外来受療率（人口10万対）、年齢階級・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥ 358 

    第６表 全国の受療率（人口10万対）の年次推移、入院－外来・傷病大分類別 ‥‥‥‥ 360 

    第７表 全国の受療率（人口10万対）、総数－65歳以上・入院－外来・都道府県別 ‥‥ 362 

     第８表 全国の再来患者の平均診療間隔、施設の種類・傷病大分類別 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 363 

    第９表 都道府県別にみた推計流入・流出患者数の割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 364 


