
１ 追加

（追加理由）

表題

全 国 編 第14表 病院数（重複計上），特殊病床等の占める割合・開設者別

第30表 病院数，処方の状況・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第31表 病院数，処方の状況・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第38表 病院数，医師事務作業補助者の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第39表 病院数，医師事務作業補助者の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第40表 病院数，病院に在籍する保育士の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第41表 病院数，病院に在籍する保育士の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第47表 病院数（重複計上），専門外来の設置状況・一般病院（再掲）・開設者別

第48表 病院数（重複計上），専門外来の設置状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第49表 病院数（重複計上），委託・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第85表 病院数，新人看護職員研修の状況・開設者別

第86表 病院数，新人看護職員研修の状況・病床の規模別

第106表 一般診療所数（重複計上），専門外来の設置状況・病床の有無・開設者別

都 道 府 県 編 第20表 病院数（重複計上），専門外来の設置状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第42表 一般診療所数（重複計上），専門外来の設置状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・病床の有無別

閲 覧 表 第24表 病院数（重複計上）；病床数；患者数，緩和ケアの状況・二次医療圏別

第45表 病院数，医師事務作業補助者の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第46表 病院数，病院に在籍する保育士の状況，都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第62表 病院数，新人看護職員研修の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・一般病院（再掲）別

２ 削除

（削除理由）

表題

全 国 編 第14表 病院数，社会保険診療等・開設者別

第19表 病院数；病床数，病棟等の種類・開設者別

第20表 病院数；病床数，病棟等の種類・病床の規模別

第36表 病院数，臨床病理学的症例検討会・一般病院（再掲）・開設者別

第37表 病院数，臨床病理学的症例検討会・一般病院（再掲）・病床の規模別

第38表 病院数，健診・保健指導・開設者別

第39表 病院数，健診・保健指導・病床の規模別

第46表 病院数，社会保険診療等・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

第52表 病院数（重複計上），子育て支援の制度・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第53表 病院数（重複計上），子育て支援の制度・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第105表 一般診療所数（重複計上），医療安全体制の状況・開設者別

都 道 府 県 編 第14表 病院数；病床数，病棟等の種類・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

第23表 病院数，健診・保健指導・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

第32表 一般病院の1病院当たり従事者数，職種・都道府県－18大都市・中核市（再掲）・救急医療体制－救急告示別

第38表 病院数（重複計上），子育て支援の制度・精神科病院－一般病院（再掲）・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

第75表 一般診療所数（重複計上），医療安全体制の状況・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

閲 覧 表 第3表 病院数；病床数，病棟等の種類・二次医療圏別

第32表 一般診療所（重複計上）；患者数，放射線治療・二次医療圏別

第47表 有床歯科診療所数，開設者・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

第48表 有床歯科診療所数（重複計上），歯科設備・都道府県－18大都市・中核市（再掲）別

平成23年に実施する医療施設調査 変更する結果表一覧（案）

・ クロスの充実等新たなニーズに対応するため
・ 調査事項の追加に伴うもの（網掛けの結果表）

23年結果表№

・ 他統計表との統合整理等
・ 調査事項の削除に伴うもの（網掛けの結果表）

20年結果表№
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３ 変更

（変更理由）

表題

全 国 編 第25表 病院の医師数（常勤換算），性・開設者・診療科目（主たる診療科目）別

第26表 病院の医師数（常勤換算），性・病床の規模・診療科目（主たる診療科目）別

第28表 病院数；処方数，院内－院外－院内外・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第29表 病院数；処方数，院内－院外－院内外・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第34表 病院数，臨床研修医の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第35表 病院数，臨床研修医の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第36表 病院数，退院調整支援担当者の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第37表 病院数，退院調整支援担当者の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第45表 病院数，精神科救急医療体制－夜間救急対応の可否・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第46表 病院数，精神科救急医療体制－夜間救急対応の可否・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第53表 病院数，受動喫煙防止対策・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第54表 病院数，受動喫煙防止対策・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第55表 病院数（重複計上），職員のための院内保育サービスの状況・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第56表 病院数（重複計上），職員のための院内保育サービスの状況・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第57表 病院数（重複計上），オーダリングシステム－医用画像管理システム(PACS）・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第58表 病院数（重複計上），オーダリングシステム－医用画像管理システム(PACS）・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第63表 病院数，医療安全体制の責任者・一般病院（再掲）・開設者別

第64表 病院数，医療安全体制の責任者・一般病院（再掲）・病床の規模別

第65表 病院数，医療安全体制の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第66表 病院数，医療安全体制の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第67表 病院数（重複計上）；実施件数，在宅医療サービス・精神科病院－一般病院（再掲）・開設者別

第68表 病院数（重複計上）；実施件数，在宅医療サービス・精神科病院－一般病院（再掲）・病床の規模別

第71表 病院数；患者数，緩和ケアの状況・一般病院（再掲）・開設者別

第72表 病院数；患者数，緩和ケアの状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第75表 病院数（重複計上）；実施件数，手術等・一般病院（再掲）・開設者別

第76表 病院数（重複計上）；実施件数，手術等・一般病院（再掲）・病床の規模別

第77表 病院数，分娩の状況・一般病院（再掲）・開設者別

第78表 病院数，分娩の状況・一般病院（再掲）・病床の規模別

第79表 病院数（重複計上）；患者数；台数，放射線治療・一般病院（再掲）・開設者別

第80表 病院数（重複計上）；患者数；台数，放射線治療・一般病院（再掲）・病床の規模別

第87表 病院数（重複計上），勤務形態・病床の規模別

第88表 配置看護単位数，勤務形態・時間帯・開設者別

第89表 配置看護単位数，勤務形態・時間帯・病床の規模別

第99表 一般診療所数（重複計上），期間診療所等・開設者別

第100表 一般診療所数（重複計上），退院調整支援担当者の状況・開設者別

第101表 一般診療所数（重複計上），救急医療体制・開設者別

第107表 一般診療所数，受動喫煙防止対策・病床の有無・開設者別

第108表 一般診療所数，レセプト処理用コンピューター・病床の有無・開設者別

第109表 一般診療所数（重複計上），電子カルテシステム・ 病床の有無・開設者別

第110表 一般診療所数（重複計上），遠隔医療システム・診療科目（主たる診療科目）別

第112表 一般診療所数，医療安全体制の責任者・病床の有無・開設者別

第113表 一般診療所数（重複計上）；実施件数，在宅医療サービス・開設者・病床の有無別

第114表 一般診療所数，在宅療養支援診療所の届出状況・病床の有無・開設者別

第116表 一般診療所数（重複計上）；実施件数，手術等・病床の有無・開設者別

第118表 一般診療所数（重複計上）；患者数；台数，放射線治療・病床の有無・開設者別

第120表 歯科診療所数；病床数，病床の有無・病床の規模・開設者別

第126表 歯科診療所数（重複計上），救急医療体制・開設者別

第127表 歯科診療所数（重複計上），表示診療時間・開設者・救急医療体制（再掲）別

第131表 歯科診療所数，医療安全体制の責任者・開設者別

第132表 歯科診療所数（重複計上），開設者・歯科設備別

第133表 歯科診療所数（重複計上），歯科技工室・開設者別

第134表 歯科診療所数（重複計上），インプラント手術の実施状況・開設者別

※表題の「１８大都市」→「指定都市・特別区」のみ変更の結果表については省略

調査事項の変更等に伴うもの（赤字部分変更箇所）

23年結果表№



都 道 府 県 編 第16表 病院の医師数（常勤換算），性・診療科目（主たる診療科目）・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第19表 病院数，精神科救急医療体制－夜間救急対応の可否・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第21表 病院数，受動喫煙防止対策・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第22表 病院数（重複計上），精神科病院－一般病院（再掲）・職員のための院内保育サービスの状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第23表 病院数，医療安全体制の責任者・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第24表 病院数，医療安全体制の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第26表 病院数，緩和ケアの状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・一般病院（再掲）別

第28表 病院数（重複計上）；実施件数，手術等・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・一般病院（再掲）別

第41表 一般診療所数（重複計上），救急医療体制・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第43表 一般診療所数，受動喫煙防止対策・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第45表 一般診療所数（重複計上）；実施件数，手術等・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・病床の有無別

第54表 歯科診療所数，受動喫煙防止対策・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第55表 歯科診療所数（重複計上），インプラント手術の実施状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

閲 覧 表 第3表 病院の医師数（常勤換算），診療科目（主たる診療科目）・性・二次医療圏別

第11表 一般診療所数（重複計上），救急医療体制・二次医療圏別

第12表 歯科診療所数（重複計上），救急医療体制・二次医療圏別

第17表 一般診療所数，レセプト処理用コンピューター・病床の有無・二次医療圏別

第21表 一般診療所数，在宅療養支援診療所の届出状況・二次医療圏別

第27表 病院数（重複計上）；実施件数，手術等・二次医療圏別

第28表 一般診療所数（重複計上）；実施件数，手術等・二次医療圏別

第41表 病院数；処方数，処方の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第43表 病院数，臨床研修医の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・一般病院（再掲）別

第44表 病院数，退院調整支援担当者の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第47表 初期（初期救急医療体制）の一般病院数（重複計上），診療科目・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第48表 二次（入院を要する救急医療体制）の一般病院数（重複計上），診療科目・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第49表 三次（救命救急センター）の一般病院数（重複計上），診療科目・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第50表 二次（入院を要する救急医療体制）の一般病院数；病床数；台数，特殊診療設備・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第51表 三次（救命救急センター）の一般病院数；病床数；台数，特殊診療設備・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第55表 病院数（重複計上），オーダリングシステム－医用画像情報システム・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第58表 病院数（重複計上）；実施件数，在宅医療サービス・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・精神科病院－一般病院（再掲）別

第63表 病院数（重複計上），勤務形態・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・一般病院（再掲）別

第64表 配置看護単位数，勤務形態・時間帯・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲），一般病院（再掲）別

第67表 一般診療所数（重複計上），期間診療所等・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第68表 一般診療所数，退院調整支援担当者の状況・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第72表 一般診療所数，レセプト処理用コンピューター・病床の有無・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第73表 一般診療所数（重複計上），電子カルテシステム・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・病床の有無別

第75表 一般診療所数，医療安全体制の責任者・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第78表 一般診療所数（重複計上）；患者数；台数，放射線治療・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）・病床の有無別

第79表 一般診療所数（重複計上），歯科設備・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第92表 歯科診療所数，医療安全体制の責任者・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第93表 歯科診療所数（重複計上），歯科設備・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第94表 歯科診療所数（重複計上），歯科技工室・都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別

第102表 病院数（重複計上），通常の１週間の表示診療時間・１８時以降の表示診療時間階級別

第103表 病院数（重複計上），勤務形態・開設者別

第107表 在宅療養支援診療所数，連携保険医療機関等の数・病床の有無・受け持つ在宅療養患者数階級別

第110表 歯科診療所数，開設者・歯科診療台の規模別


