
知多半島医療圏保健医療計画参考統計資料出自一覧 資料１－４

平成２３年１月５日作成

第１節 地勢　　　　　　Ｐ．３５７ - - - -

第２節 交通　　　　　　Ｐ．３５７ - - - -

年次・市町別人口 表１－３－１ 国勢調査、あいちの人口
各年１０月１日現在
（平成７年、１2年、17年、20年）

各年１０月１日現在
（平成７年、１２年、１７年、２２年）

市町・年齢３区分人口 表１－３－２ 国勢調査、あいちの人口
各年１０月１日現在
（平成７年、１2年、17年、20年）

各年１０月１日現在
（平成７年、１２年、１7年、２２年）

出生数の推移 表１－３－３
愛知県衛生年報
人口動態統計（確定数）

平成７年、１2年、17年、20年 平成７年、１2年、17年、2１年

死亡数の推移 表１－３－４
愛知県衛生年報
人口動態統計（確定数）

平成７年、１2年、17年、20年 平成７年、１2年、17年、2１年

３大死因別死亡率の状況 表１－３－５ 人口動態統計（確定数） 平成２０年 平成２１年

保健・医療施設 表１－４－１ 病院名簿、保健所調査 平成21年10月1日 平成22年10月1日

主な保健・医療施設のプロット図 図１－４－① － 平成22年4月1日 平成22年10月1日

悪性新生物による死亡数 本文
愛知県衛生年報
人口動態統計（確定数）

平成１８年、１９年、２０年 平成１９年、２０年、２１年

主要部位がんの推計患者数 表２－１－１ 愛知県悪性新生物患者登録事業（健康福祉部） 平成１７年 平成１８年

がん患者の自域依存率（病院） 表２－１－２ 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月現在 変更なし 数値訂正

対応できる治療内容別の病院数 表２－１－３ 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

地域連携クリティカルパス導入状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月３０日現在 変更なし

患者の退院後の状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月現在（指定期間内） 変更なし 数値訂正

緩和ケア実施病院数等 本文 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

愛知県がん登録事業届出数 本文 保健所調査 平成２１年度 変更なし

がん検診受診率 表２－１－４ 地域保健・健康増進事業報告 平成２０年度 変更なし 数値訂正

禁煙サポート薬局件数 本文 愛知県薬剤師会 平成２２年４月３０日現在 平成２２年１０月１日現在

脳血管疾患による死亡数 本文
愛知県衛生年報
人口動態統計（確定数）

平成１８年、１９年、２０年 平成１９年、２０年、２１年

脳血管疾患の標準化死亡比 本文 健康福祉部調査 平成１６年～平成２０年 変更なし

脳血管疾患入院推計患者数 本文 患者調査（厚生労働省） 平成２０年１０月現在 変更なし

脳血管疾患手術患者数 本文 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月の１か月間 変更なし

脳神経外科標榜病院数 本文 病院名簿、保健所調査 平成２２年６月現在 平成２２年１０月１日現在

従事医師数 本文 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成２０年１２月現在 変更なし

脳卒中救急医療システム指定医療機関 本文 県医師会 平成２１年９月１日現在 平成２２年１０月１日現在

第１節

第２章 機能を考慮した医療提供施設の整備目標

備考パブリックコメント時 平成２３年３月公示での時点出自

人口及び人口動態

　　　　Ｐ．３５７～３６０

がん対策

　　　　Ｐ．３６２～３６５

第１章 地域の概況

資料番号資料名

第４節
保健・医療施設
　　　　Ｐ．３６０～３６１

第３節

章 節

第２節
脳卒中対策

　　　　Ｐ．３６６～３６８



知多半島医療圏保健医療計画参考統計資料出自一覧 資料１－４

平成２３年１月５日作成

備考パブリックコメント時 平成２３年３月公示での時点出自資料番号資料名章 節

地域連携クリティカルパス導入状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月３０日現在 変更なし

患者の退院後の状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月現在（指定期間内） 変更なし

回復期リハビリテーション病院数等 本文 保健所調査 平成２２年６月現在 平成２２年１０月１日現在

循環器疾患登録事業届出医療機関数 本文 保健所調査 平成２１年度 変更なし 数値訂正

心疾患による死亡数 本文
愛知県衛生年報
人口動態統計（確定数）

平成１８年、１９年、２０年 平成１９年、２０年、２１年 数値訂正（平成２０年）

急性心筋梗塞の標準化死亡比 本文 健康福祉部調査 平成１６年～平成２０年 変更なし

急性心筋梗塞新規入院患者数 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月の１か月間 変更なし

心疾患手術患者数 本文 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月の１か月間 変更なし

心臓血管外科標榜病院数 本文 病院名簿、保健所調査 平成２２年６月現在 平成２２年１０月１日現在

従事医師数 本文 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成２０年１２月現在 変更なし

対応できる治療内容別の病院数 本文 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

急性心筋梗塞システム指定医療機関 本文 県医師会 平成２１年３月末現在 平成２２年１０月１日現在

地域連携クリティカルパス導入状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月３０日現在 変更なし

患者の退院後の状況 本文 平成２１年度医療実態調査 平成２１年９月現在（指定期間内） 変更なし

心大血管疾患リハビリテーション料算定病院数本文 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

患者数 本文
医療費と特定健診等結果分析に関する参考情報
愛知県国民健康保険団体連合会

平成２０年度 変更なし

教育入院実施病院数、専門医配置病院数 本文
平成２１年度患者一日実態調査
愛知県医療機能情報公表システム

平成２１年６月の１か月間
平成２２年度調査（平成２２年６月）

変更なし

教育入院患者自域依存率等 本文 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月の１か月間 変更なし 数値訂正

歯周病教育実施病院数 本文 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

食育推進協力店 本文 食育推進協力店登録名簿（保健所） 平成２１年１２月末現在 平成２２年１０月１日現在

特定健診受診率 本文
平成２２年（平成２１年度分）特定健康診査等の実施状況に
関する結果（法定報告）について（愛知県国民健康保険団
体連合会）

平成２１年度 変更なし 数値訂正

第１次救急医療体制 表３－１－１ 愛知県の救急医療（平成２２年度版）、保健所調査 平成２２年５月末現在 平成２２年１０月１日現在

救急医療情報システムによる
市町別案内件数

表３－１－２ 愛知県の救急医療（平成２２年度版） 平成２０年度 平成２１年度

救急搬送受入件数 表３－１－３ 地域医療連携のあり方について（有識者会議） 平成１９年度 変更なし

救急搬送体制及び実績 表３－１－４ 消防年報 平成２１年版 平成２２年版

救急告示医療機関等 図３－１－① 保健所台帳 平成２２年４月１日現在 平成２２年１０月１日現在

診療時間外患者の内入院患者数 本文 平成１９年度医療実態調査 平成１９年３月の１か月間 変更なし

災害拠点病院 本文 保健所調査 平成２１年１２月１日現在 平成２２年１０月１日現在

中部国際空港医療体制の概念 図３－２－① 中部国際空港緊急計画 平成１８年２月 変更なし

防災ヘリコプター飛行場外離着陸箇所数等 本文 愛知県地域防災計画附属資料 平成２０年度末現在 平成２１年１０月１日現在

第４節

第２章 機能を考慮した医療提供施設の整備目標

第２章

糖尿病対策

　　　　Ｐ．３７２～３７４

救急医療対策

　　　　Ｐ．３７５～３８０

第３節

機能を考慮した医療提供施設の整備目標 第２節

第２節
災害保健医療対策
　　　　Ｐ．３８１～３８４

第１節

急性心筋梗塞対策

　　　　Ｐ．３６９～３７１

脳卒中対策

　　　　Ｐ．３６６～３６８

第３章 救急医療対策・災害保健医療対策
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平成２３年１月５日作成

備考パブリックコメント時 平成２３年３月公示での時点出自資料番号資料名章 節

母子保健関係指標 表４－１ 人口動態統計（確定数） 平成１６年、１７年、1８年、１９年、２０年 平成１７年、1８年、１９年、２０年、２１年 数値訂正

産科・産婦人科医師数等 表４－２
施設数（健康福祉部調査）
医師数（医師・歯科医師・薬剤師調査）
出生数（愛知県衛生年報）

施設数（平成２２年６月１日現在）
医師数（平成２０年１２月３１日）
出生数（平成２０年）

変更なし

１５歳未満入院患者数 本文 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月の１か月間 変更なし

小児科標榜病院数 本文 病院名簿、保健所調査 平成２１年１２月１日現在 平成２２年１０月１日現在

従事医師数 表５－２ 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成２０年１２月現在 変更なし

１５歳未満小児科在院患者の自域依存率 表５－１ 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月現在 変更なし

特殊（専門）外来病院数 本文 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし 数値訂正

救命救急センターにおける時間外小児科受診
患者数

表５－３ 市立半田病院 平成１９年度、２０年度、２１年度 変更なし

離島の面積、人口 表６－１ あいちの人口（篠島、日間賀島は住民基本台帳数値）平成２１年１０月１日現在 平成２２年１０月１日現在

年齢３区分人口 表６－２ あいちの人口（篠島、日間賀島は住民基本台帳数値）平成２１年１０月１日現在 平成２２年１０月１日現在

離島診療所の状況 表６－３ 保健所調査 平成２１年１０月１日現在 平成２２年１０月１日現在

離島周辺の病院、診療所の状況 表６－４ 病院名簿、保健所調査 平成２１年１０月１日現在 平成２２年１０月１日現在

主な保健事業の指標の状況 表６－５
特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に関する調査回答集
母子健康診査マニュアル報告

平成２０年度 平成２１年度

３大死因別死亡率の状況 表６－６ 人口動態統計（確定数） 平成２０年 平成２１年

要介護者等の推計 表７－１ 市町報告数値 平成２１年度、２２年度、２３年度、２６年度 変更なし

在宅医療サービスの実施施設 表７－２ 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

在宅療養支援診療所等設置状況 本文 東海北陸厚生局調べ 平成２１年７月現在 平成２２年１０月１日現在

在宅医療サービス（医療保険）の実施状況 表７－３ 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

在宅医療サービス（介護保険）の実施状況 表７－４ 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし 数値訂正

在宅医療サービスの実施状況 表７－５ 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１２月末現在 変更なし

歯科衛生士の配置状況 本文 保健所調査 平成２１年１２月１日現在 平成２２年１０月１日現在

一般診療所・歯科診療所の推移 表７－６ 病院名簿
各年１０月１日現在
（平成２年、７年、１１年、１６年、２１年）

各年１０月１日現在
（平成２年、７年、１１年、１６年、２２年）

第８章
病診連携等推進対策
　　　　　　　Ｐ．３９９

地域医療連携体制窓口実施病院数 本文 愛知県医療機能情報公表システム 平成２２年度調査（平成２２年６月） 変更なし

第４章

第５章

離島保健医療対策

　　　　　Ｐ．３９１～３９５

-

-

-

-

-

周産期医療対策

　　　　　　Ｐ．３８５～３８７

第７章
在宅医療の提供体制の整備の推進対策

　　　　　Ｐ．３９６～３９８

小児医療対策

　　　　　Ｐ．３８８～３９０

第６章
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備考パブリックコメント時 平成２３年３月公示での時点出自資料番号資料名章 節

老年人口割合 表１－３－２ 国勢調査、あいちの人口 平成２０年１０月１日現在 平成２２年１０月１日現在

介護保険認定者数の推移 表９－１ 介護保険事業状況報告（厚生労働省） 平成１２年度、２１年度（各年９月末） 平成１２年度、２２年度（各年４月末）

療養病床の整備状況 表９－２ 病院名簿 平成２１年１０月１日現在 平成２２年９月３０日現在

自地域依存率 表９－３ 平成２１年度患者一日実態調査 平成２１年６月末現在 変更なし 数値訂正

介護保険施設の整備目標及び整備状況 表９－４ 第４期愛知県高齢者保健福祉計画
整備目標（平成２３年度）
整備状況（平成２１年９月３０日現在）
（訪問看護ステーションは平成２１年１１月１日現在）

整備目標（平成２３年度）
整備状況（平成２２年９月３０日現在）
（訪問看護ステーションは平成２２年１０月１日現在）

地域包括支援センター数 本文 健康福祉部調査 平成２２年４月１日現在 平成２２年１０月１日現在

認知症高齢者グループホーム施設数 本文 ＷＡＭ　ＮＥＴ（独立行政法人福祉医療機構） 平成２１年１２月１日現在 平成２２年１０月１日現在

かかりつけ歯科医割合 本文 保健所調査 平成２１年度 変更なし

歯科診療所の歯科医療提供状況 表１０－１ 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

糖尿病医療機関との連携状況 本文 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

糖尿病教育入院、外来教室 本文 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

脳卒中医療及び療養支援医療機関との連携状況 本文 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし 数値訂正

在宅歯科診療 表１０－２ 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

障害児・者への歯科診療施設数 表１０－１ 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

第１次救急医療体制参加歯科診療所数 表１０－１ 平成２１年度歯科医療機能連携実態調査 平成２１年１月～１２月 変更なし

８０歳で２０本以上歯を持っている人の割合 本文 ８０歳歯の健康づくり実態調査（常滑市・南知多町） 平成１７年度、２１年度 変更なし

幼児・学童のむし歯状況 表１０－３
乳歯（母子健康診査マニュアル報告）
永久歯（地域歯科保健業務状況報告）

平成２０年度 平成２１年度

集団フッ化物洗口実施施設数 本文 う蝕対策支援事業実施報告 - 平成２１年度末現在

歯周疾患検診状況 表１０－４
老人保健法及び健康増進法に基づく歯周疾患検診
実施状況報告

平成１８年度～２０年度平均値 平成１９年度～２１年度平均値

喫煙と歯周病について 本文 平成２１年度生活習慣関連調査 平成２１年１１月１日現在 変更なし

歯科衛生士の配置状況 本文 保健所調査 - 平成２２年１０月１日現在

麻薬小売業許可件数 本文 保健所台帳 平成１７年度末、２１年度末 変更なし

禁煙サポート薬局件数 本文 愛知県薬剤師会 平成２２年４月３０日現在 平成２２年１０月１日現在

医薬分業率の推移 表１１－１
愛知県社会保険診療報酬支払基金及び愛知県後期高齢者医療広域連合調べ
日本薬剤師会調べ

各年３月
（平成１７年、１８年、１９年、２０年、２１年、２２年）

変更なし 数値訂正

２次医療圏別医薬分業の状況 表１１－２
愛知県社会保険診療報酬支払基金及び愛知県後期高齢者医療広域連合調べ
日本薬剤師会調べ

平成２２年３月 変更なし
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