
第７次佐賀県保健医療計画 【別冊２】

第７次佐賀県保健医療計画データ集



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

＜人口10万人当たり＞
県全体15.8（診療所12.4、病院3.4）
　中部16.7（診療所13.9、病院2.8）
　東部16.0（診療所13.6、病院2.4）
　北部17.0（診療所12.6、病院4.4）
　西部14.1（診療所6.4、病院7.7）
　南部13.6（診療所11.1、病院2.5）
※全国平均11.8（診療所9.9、病院1.9）

＜人口10万人当たり＞
県全体0.5
　中部0.6、東部0、北部0.8、西部0、
　南部0.6
※全国平均0.4

県全体135
　中部45、東部34、北部25、西部6、南部25
佐賀市36、唐津市23、鳥栖市26、多久市2、伊
万里市4、武雄市13、鹿島市3、小城市5、嬉野
市4、神埼市1、吉野ヶ里町1、基山町4、上峰
町0、みやき町4、玄海町2、有田町2、大町町
1、江北町1、白石町3、太良町0

＜人口10万人当たり＞
県全体16.0
　中部12.9、東部27.2、北部18.9、西部7.8、
　南部15.8
佐賀市15.3、唐津市18.2、鳥栖市36、多久市
9.9、伊万里市7.1、武雄市26、鹿島市9.8、小
城市10.9、嬉野市14.6、神埼市3.1、吉野ヶ里
町6.2、基山町22.9、上峰町0、みやき町15.7、
玄海町33.1、有田町9.7、大町町14.4、江北町
10.3、白石町12.3、太良町0
※全国平均9.9

県全体3
＜人口10万人当たり＞
県全体0.4　　※全国平均0.5

県全体449
＜人口10万人当たり＞
県全体52.7　　※全国平均35.0

県全体2
＜人口10万人当たり＞
県全体0.2　　※全国平均0.4

県全体4
　中部2、東部0、北部1、西部0、南部1

【がん治療認定医】
県全体91
【がん治療認定医（歯科口腔外科）】
県全体1

＜人口10万人当たり＞
【がん治療認定医】
県全体10.8　　※全国平均11.6
【がん治療認定医（歯科口腔外科）】
県全体0.1　※全国平均0.3

【病院数】
県全体3
　中部1、東部0、北部1、西部1、南部0
【病床数】
県全体53
　中部15、東部0、北部18、西部20、南部0

＜人口10万人当たり＞
【病院数】
県全体0.4　　※全国平均0.3
　中部0.3、東部0、北部0.7、西部1.3、南部0
【病床数】
県全体6.2　　※全国平均5.4
　中部4.3、東部0、北部13.3、西部25.5、
　南部0

県全体5
　中部3、東部0、北部1、西部0、南部1

＜人口10万人当たり＞
県全体0.6　　※全国平均0.8
　中部0.9、東部0、北部0.7、西部0、南部0.6

＜人口10万人当たり＞
県全体1.7
　中部2.3、東部1.6、北部0.8、西部0、
　南部1.9
佐賀市2.5、唐津市0.8、鳥栖市2.8、武雄市2、
小城市4.4、嬉野市3.7、白石町4.1、その他市
町0

県全体1
　中部1、東部0、北部0、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体0.1
　中部0.3、東部0、北部0、西部0、南部0
※全国平均0.2

県全体　胃がん33.2、肺がん35.8、大腸がん
28.0、子宮がん27.8、乳がん22.5

※全国平均　胃がん30.6、肺がん33.9、大腸
がん29.1、子宮がん27.5、乳がん24.2

【医療機関数】
県全体*
　中部3、東部0、北部*、西部*、南部*
【算定回数】
県全体1,026
　中部824、東部0、北部134、西部33、南部35
【レセプト件数】
県全体1,018
　中部818、東部0、北部132、西部33、南部35

＜人口10万人当たり＞
県全体120.1
　中部232.9、東部0、北部98.7、西部42.4、南
部21.9
※全国平均170.6

県全体　男性38.9、女性10.4
※全国平均　男性33.7、女性10.7

【医療機関数】
県全体324
　中部134、東部47、北部53、西部25、南部65
【算定回数】
県全体77,138
　中部35,683、東部4,375、北部19,013、西部
4,080、南部13,987
【レセプト件数】
県全体77,138
　中部35,683、東部4,375、北部19,013、西部
4,080、南部13,987

＜人口10万人当たり＞
県全体9,102.6
　中部10,161.3、東部3,504.0、北部14,223.3、
西部5,245.7、南部8,744.8
※全国平均10,072.5

【医療機関数】
県全体*
　中部5、東部*、北部0、西部0、南部0
【算定回数】
県全体6,419
　中部6,384、東部35、北部0、西部0、南部0
【レセプト件数】
県全体*
　中部852、東部*、北部0、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体100.5
　中部242.6、東部*、北部0、西部0、南部0
※全国平均42.1

がんの医療体制構築に係る現状把握

がん患者指導の実施件数　【NDB】

喫煙率　【国民生活基礎調査】 悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定件数　【NDB】 入院緩和ケアの実施件数　【NDB】

●

がん検診受診率　【国民生活基礎調査】

●

診療ガイドラインに基づく治療実施割合
【指標に見るわが国のがん対策（DPCデータ）】

●

ストラク
チャー

緩和ケア病棟を有する病院数・病床数　【医療施設調査】

緩和ケアチームのある医療機関数　【医療施設調査】

●

末期のがん患者に対して在宅医療を提供する医療機関数
【診療報酬施設基準】

県全体0

県全体4
　中部2、東部0、北部1、西部0、南部1

＜ＳＣＲ＞
【禁煙指導の診療体制】
県全体109.0
　中部121.2、東部98.7、北部113.0、
　西部128.8、南部76.7

県全体135（診療所106、病院29）
　中部59（診療所49、病院10）
　東部20（診療所17、病院3）
　北部23（診療所17、病院6）
　西部11（診療所5、病院6）
　南部22（診療所18、病院4）
※全国平均321.3（診療所270.0、病院51.3）

がんリハビリテーション実施医療機関数　【診療報酬施設基準】

県全体14
　中部8、東部2、北部1、西部0、南部3
佐賀市6、唐津市1、鳥栖市2、武雄市1、小城市2、
嬉野市1、白石町1、その他市町0

外来緩和ケア実施医療機関数　【診療報酬施設基準】

プロセ
ス

予防・早期発見

禁煙外来を行っている医療機関数　【医療施設調査】

●

治療 療養支援

地域がん診療病院数　【厚労省HP】

麻薬小売業免許取得薬局数　【麻薬・覚せい剤行政の概況】

相談支援センターを設置している医療機関数　【がん情報サービスHP】

認定看護師が配置されている拠点病院の割合　【日本看護協会HP】

専門・認定薬剤師が配置されている拠点病院の割合　【日本医療薬学会HP】

放射線治療・薬物療法・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門医が配置されている拠点病院の割合
【日本がん治療認定医機構HP】

がん診療連携拠点病院数　【厚労省HP】

●



予防・早期発見 治療 療養支援

【医療機関数】
県全体129
　中部53、東部19、北部24、西部10、南部23
【算定回数】
県全体4,365
　中部2,089、東部605、北部680、西部397、南
部594
【レセプト件数】
県全体3,183
　中部1,509、東部446、北部496、西部290、南
部442

＜人口10万人当たり＞
県全体375.6
　中部429.7、東部357.2、北部371.0、西部
372.9、南部276.3
※全国平均403.2

県全体1,200（診療所52、病院1,148）
　中部788（診療所47、病院741）
　東部0（診療所0、病院0）
　北部223（診療所3、病院220）
　西部23（診療所0、病院23）
　南部166（診療所2、病院164）

＜ＳＣＲ＞
【癌の化学療法（外来）】
県全体85.8
　中部129.1、東部7.2、北部105.7、
　西部27.5、南部64.1

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0
【算定回数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0
【レセプト件数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0
※全国平均5.7

＜割合%＞
【生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい
る者】
男女 総数10.8、20代6.9、30代12.3、40代
15.6、50代15.8、60代12.3、70以上3.7
男性 総数13.9、20代5.5、30代15.3、40代
17.5、50代18.5、60代18.4、70以上6.5
女性 総数8.1、20代8.1、30代9.3、40代14.0、
50代13.5、60代7.1、70以上1.5

【対外照射】
県全体706
　中部133、東部0、北部255、西部0、
　南部318

【組織内照射】
県全体6
　中部6、東部0、北部0、西部0、南部0

＜ＳＣＲ＞
【放射線治療（全体）】
県全体73.0
　中部122.2、東部0、北部62.9、西部0、
　南部66.8

【医療機関数】
県全体*
　中部14、東部*、北部3、西部4、南部7
【算定回数】
県全体*
　中部953、東部*、北部488、西部67、南部
184
【レセプト件数】
県全体*
　中部951、東部*、北部488、西部67、南部
184

＜人口10万人当たり＞
県全体199.4
　中部270.8、東部*、北部365.1、西部86.1、南
部115.0
※全国平均274.0

＜ＳＣＲ＞
【がん性疼痛緩和の診療体制（全体）】
県全体72.3
　中部100.7、東部1.2、北部127.3、西部30.0、
　南部39.1

＜割合%＞
男女 総数31.7、20代11.8、30代16.1、40代
19.0、50代23.8、60代37.2、70以上46.1
男性 総数37.8、20代17.1、30代18.9、40代
21.3、50代27.8、60代39.0、70以上56.1
女性 総数27.3、20代8.3、30代14.3、40代
17.6、50代21.3、60代35.9、70以上37.5

県全体299（診療所5、病院294）
　中部172（診療所3、病院169）
　東部3（診療所0、病院3）
　北部53（診療所0、病院53）
　西部11（診療所0、病院11）
　南部60（診療所2、病院58）

＜ＳＣＲ＞
【胃癌の全摘術等（入院）】
県全体116.8
　中部153.6、東部19.2、北部130.2、西部68.7、
南部121.5
【肺癌の手術等（入院）】
県全体92.7
　中部120.0、東部5.6、北部127.1、西部10.9、
南部109.1

【医療機関数】
県全体*
　中部5、東部*、北部*、西部0、南部*
【算定回数】
県全体*
　中部276、東部462、北部*、西部0、南部365
【レセプト件数】
県全体*
　中部15、東部17、北部*、西部0、南部14

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部4.3、東部13.6、北部*、西部0.0、南部8.8
※全国平均20.2

野菜類281.9g、果実類107.6g

【医療機関数】
県全体*
　中部5、東部*、北部*、西部0、南部*
【算定回数】
県全体*
　中部478、東部*、北部92、西部0、南部115
【レセプト件数】
県全体*
　中部476、東部*、北部92、西部0、南部115

＜人口10万人当たり＞
県全体80.6
　中部135.5、東部*、北部68.8、西部0、南部
71.9
※全国平均113.3

1.3g

【医療機関数】
県全体225
　中部90、東部33、北部32、西部18、南部52
【算定回数】
県全体11,061
　中部6,101、東部478、北部2,060、西部508、
南部1,914
【レセプト件数】
県全体10,130
　中部5,715、東部434、北部1,701、西部471、
南部1,809

＜人口10万人当たり＞
県全体1,195.4
　中部1,627.4、東部347.6、北部1,272.5、西部
605.6、南部1,131.0
※全国平均1,390.7

＜人口10万人当たり＞
県全体106.1
　中部156.6、東部40.8、北部92.0、
　西部0.0、南部109.4
※全国平均191.5

＜ＳＣＲ＞
【がん患者のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（入院）】
県全体61.4
　中部93.7、東部25.9、北部51.0、西部0、
　南部58.6

がんリハビリテーションの実施件数　【NDB】

ニコチン依存症管理料を算定する患者数　【ＮＤＢ】

ハイリスク飲酒者の割合　【国民健康・栄養調査】※全国

運動習慣のある者の割合　【国民健康・栄養調査】※全国

野菜と果物の摂取量　【国民健康・栄養調査】※全国

食塩摂取量　【国民健康・栄養調査】※全国

公費肝炎検査実施数　【特定感染症検査等事業（県）、健康増進事業（市町）】

【B型肝炎ウイルス】
県全体12,354

【C型肝炎ウイルス】
県全体12,458

＜人口10万人当たり＞
【B型肝炎ウイルス】
県全体1,449.5　　※全国平均258.3

【C型肝炎ウイルス】
県全体1,461.7　　※全国平均250.2

【医療機関数】
県全体*
　中部7、東部*、北部*、西部0、南部3
【算定回数】
県全体17,485
　中部10,977、東部1,580、北部1,217、西部0、
　南部3,711
【レセプト件数】
県全体899
　中部550、東部51、北部123、西部0、南部175

在宅がん医療総合診療科の算定件数　【NDB】

術中迅速病理組織標本の作製件数　【NDB】

病理組織標本の作製件数　【NDB】

悪性腫瘍手術の実施件数　【医療施設調査】

外来化学療法の実施件数　【医療施設調査】 外来緩和ケアの実施件数　【NDB】

●

放射線治療の実施件数　【医療施設調査】 がん性疼痛緩和の実施件数　【NDB】

●

プロセ
ス
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＜人口10万人当たり＞
県全体22.7
　中部33.3、東部0.0、北部26.2、西部0.0、
　南部25.0
※全国平均15.8

＜ＳＣＲ＞
【がん連携パス利用者（連携元入院機関）全
体】
県全体198.1
　中部294.2、東部0、北部225.9、西部0、

南部212.0

＜人口10万人当たり＞
県全体92.0
　中部102.8、東部-、北部166.1、
　西部39.9、南部103.8
※全国平均80.5

＜ＳＣＲ＞
【がん連携パス利用者（連携先外来）】
県全体124.3
　中部140.7、東部8.0、北部214.8、
　西部51.6、南部131.3

【全部位】　男性444.3、女性282.1
　※全国　男性447.8、女性305.0
【肺】　男性59.6、女性20.7
　※全国　男性64.4、女性24.9
【胃】　男性82.8、女性27.2
　※全国　男性79.6、女性28.3
【肝及び肝内胆管】　男性40.9、女性12.8
　※全国　男性25.2、女性9.0
【乳房】　女性73.0　※全国83.1
【大腸】　男性61.3、女性38.0
　※全国　男性70.7、女性40.9
【子宮】　女性29.2　※全国30.6

県全体　男性172.9、女性87.5
※全国平均　男性165.3、女性87.7

【悪性新生物】　県全体10.3　　※全国平均
13.3
【胃】　県全体9.9　※全国平均14.7
【結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸】
県全体12.4　※全国平均14.9
【肝及び肝内胆管】　県全体11.9　※全国平均
12.6
【気管、気管及び肺】　県全体8.9　※全国平均
11.8
【乳房】　県全体11.8　※全国平均15.1

【全部位】　男性3,393、女性2,483
【肺】　男性496、女性214
【胃】　男性641、女性292
【肝及び肝内胆管】　男性295、女性170
【乳房】　女性452
【大腸】　男性453、女性405
【子宮】　女性157

【全部位】　限局41.3、所属リンパ節転移7.6、
隣接臓器浸潤16.1、遠隔転移19.4、不明15.5
【肺】　限局29.4、所属リンパ節転移8.4、隣接
臓器浸潤9.8、遠隔転移38.9、不明13.4
【胃】　限局50.2、所属リンパ節転移8.6、隣接
臓器浸潤11.4、遠隔転移19.7、不明10.1
【肝及び肝内胆管】　限局63.8、所属リンパ節
転移0.9、隣接臓器浸潤11.2、遠隔転移8.4、不
明15.7
【乳房】　限局58.8、所属リンパ節転移19.9、隣
接臓器浸潤4.6、遠隔転移5.8、不明10.8
【大腸】　限局32.7、所属リンパ節転移14.3、隣
接臓器浸潤22.0、遠隔転移21.9、不明9.0
【子宮】　限局51.6、所属リンパ節転移2.5、隣
接臓器浸潤29.9、遠隔転移8.9、不明7.0

＜人口10万人当たり＞
【悪性新生物】　県全体32.9　※全国38.5
【胃】　県全体4.0　※全国5.3
【結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸】　県全体4.7　※全国5.8
【肝及び肝内胆管】　県全体4.1　※全国2.8
【気管、気管及び肺】　県全体5.2　※全国6.9
【乳房】　県全体1.3　※全国1.6

がん患者の在宅死亡割合　【人口動態調査】

がん患者の死亡者数　【人口動態調査】

地域連携クリティカルパスに基づく診療計画策定等実施件数　【NDB】

地域連携クリティカルパスに基づく診療提供等実施件数　【NDB】

公費肝炎治療開始者数　【肝炎対策特別促進事業】

拠点病院で治療を受けたがん患者の５年生存率
【指標に見るわが国のがん対策】

アウトカ
ム

早期がん発見率　【がん登録】

●

がん患者の年齢調整死亡率　【人口動態特殊報告】年齢調整罹患率　【がん登録】

●

罹患者数　【がん登録】

【悪性新生物】　県全体279.0
【胃】　県全体34.0
【結腸、直腸S状結腸移行部及び直腸】　県全体40.0
【肝及び肝内胆管】　県全体35.0
【気管、気管及び肺】　県全体44
【乳房】　県全体11

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部0、北部*、西部0、南部*
【算定回数】
県全体192
　中部117、東部0、北部35、西部0、南部40
【レセプト件数】
県全体192
　中部117、東部0、北部35、西部0、南部40

【インターフェロン治療】
県全体309

【インターフェロンフリー治療】
県全体373

【核酸アナログ製剤治療】
県全体702

＜人口10万人当たり＞
【インターフェロン治療】
県全体36.3　　※全国平均13.6

【インターフェロンフリー治療】
県全体43.8　　※全国平均15.5

【核酸アナログ製剤治療】
県全体82.4　　※全国平均48.6

プロセ
ス

【医療機関数】
県全体*
　中部36、東部*、北部18、西部5、南部23
【算定回数】
県全体780
　中部361、東部-、北部222、西部31、南部166
【レセプト件数】
県全体780
　中部361、東部-、北部222、西部31、南部166



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

回復期 維持期

＜人口10万人当たり＞
県全体15.8（診療所12.4、病院3.4）
　中部16.7（診療所13.9、病院2.8）
　東部16.0（診療所13.6、病院2.4）
　北部17.0（診療所12.6、病院4.4）
　西部14.1（診療所6.4、病院7.7）
　南部13.6（診療所11.1、病院2.5）
※全国平均11.8（診療所9.9、病院1.9）

【神経内科】
県全体29
　中部17、東部1、北部2、西部1、南部8
【脳神経外科】
県全体56
　中部24、東部9、北部8、西部4、南部11

＜人口10万人当たり＞
【神経内科】
県全体3.4
　中部4.8、東部0.8、北部1.5、西部1.3、
　南部5.0　　※全国平均3.7
【脳神経外科】
県全体6.6
　中部6.8、東部7.2、北部5.9、西部5.1、
　南部6.8　　※全国平均5.8

県全体0

県全体4
　中部2、東部0、北部1、西部0、南部1

＜人口10万人当たり＞
県全体0.5
　中部0.6、東部0、北部0.8、西部0、南部0.6

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）届出】
県全体31
　中部11、東部5、北部4、西部6、南部5
佐賀市10、唐津市4、鳥栖市3、多久市0、伊
万里市5、武雄市1、鹿島市1、小城市1、嬉野
市2、神埼市0、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰
町0、みやき町2、玄海町0、有田町1、大町町
0、江北町0、白石町1、太良町0

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）届出】
県全体35
　中部14、東部4、北部5、西部2、南部10
佐賀市9、唐津市5、鳥栖市1、多久市1、伊万
里市2、武雄市3、鹿島市1、小城市2、嬉野市
2、神埼市1、吉野ヶ里町1、基山町2、上峰町
1、みやき町0、玄海町0、有田町0、大町町1、
江北町0、白石町2、太良町1

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ）届出】
県全体34
　中部19、東部1、北部3、西部3、南部8
佐賀市7、唐津市3、鳥栖市1、多久市8、伊万
里市1、武雄市3、鹿島市2、小城市2、嬉野市
0、神埼市2、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰町
0、みやき町0、玄海町0、有田町2、大町町1、
江北町2、白石町0、太良町0

＜人口10万人当たり＞
県全体12.5
　中部14.2、東部*、北部13.5、西部14.1、
　南部16.9　　※全国平均10.5

＜ＳＣＲ＞
【脳卒中のt-PA】
県全体121.2
　中部135.9、東部49.6、北部117.3、
　西部122.8、南部140.4

【医療機関数】
県全体129
　中部53、東部19、北部24、西部10、南部23
【算定回数】
県全体4,365
　中部2,089、東部605、北部680、西部397、
南部594
【レセプト件数】
県全体3,183
　中部1,509、東部446、北部496、西部290、
南部442

＜人口10万人当たり＞
県全体375.6
　中部429.7、東部357.2、北部371.0、西部
372.9、南部276.3
※全国平均403.2

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*
【算定回数】
県全体*
　中部33、東部*、北部*、西部22、南部*
【レセプト件数】
県全体*
　中部33、東部*、北部*、西部22、南部*

＜人口10万人当たり＞
県全体6.5
　中部9.4、東部*、北部*、西部28.3、南部*
※全国平均6.3(33/47都道府県）

＜ＳＣＲ＞
【脳卒中の経皮的脳血管形成術等】
県全体112.0
　中部132.9、東部18.7、北部46.6、西部
385.8、
　南部56.5

県全体　男性38.9、女性10.4
※全国平均　男性33.7、女性10.7

脳血管疾患により救急搬送された患者数（再掲）　【患者調査】

プロセス

県全体0.4
　中部0.6、東部0.0、北部0.0、
　西部0.0、南部0.8
※0.1千人単位

＜人口10万人当たり＞
県全体0.2
　中部0.2、東部0.1、北部0.2、
　西部0.2、南部0.5
※全国平均0.2

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部3
【算定回数】
県全体111
　中部52、東部*、北部18、西部14、南部27
【レセプト件数】
県全体106
　中部50、東部*、北部18、西部11、南部27

脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収術等）の実施件数　【NDB】

●

脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施件数　【NDB】喫煙率　【国民生活基礎調査】

ニコチン依存症管理料を算定する患者数（診療報酬ごと）　【NDB】

脳卒中の医療体制構築に係る現状把握

予防 救護 急性期

禁煙外来を行っている医療機関数　【医療施設調査】

ストラク
チャー

＜ＳＣＲ＞
【禁煙指導の診療体制】
県全体109.0
　中部121.2、東部98.7、北部113.0、
　西部128.8、南部76.7

県全体135（診療所106、病院29）
　中部59（診療所49、病院10）
　東部20（診療所17、病院3）
　北部23（診療所17、病院6）
　西部11（診療所5、病院6）
　南部22（診療所18、病院4）

脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な病院数
【診療報酬施設基準】

リハビリテーションが実施可能な医療機関数　【診療報酬施設基準】

＜人口10万人当たり＞
【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）届出】
県全体3.7
　中部3.1、東部4.0、北部3.0、西部7.8、南部3.2
佐賀市4.2、唐津市3.2、鳥栖市4.2、多久市0、伊万里市8.9、武雄市2、鹿島市3.3、小
城市2.2、嬉野市7.3、神埼市0、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰町0、みやき町7.8、玄
海町0、有田町4.8、大町町0、江北町0、白石町4.1、太良町0
※全国平均2.5

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）届出】
県全体4.2
　中部4、東部3.2、北部3.8、西部2.6、南部6.3
佐賀市3.8、唐津市4、鳥栖市1.4、多久市5、伊万里市3.5、武雄市6、鹿島市3.3、小
城市4.4、嬉野市7.3、神埼市3.1、吉野ヶ里町6.2、基山町11.4、上峰町10.5、みやき
町0、玄海町0、有田町0、大町町14.4、江北町0、白石町8.2、太良町10.7
※全国平均1.8

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅲ）届出】
県全体4
　中部5.4、東部0.8、北部2.3、西部3.9、南部5.1
佐賀市3、唐津市2.4、鳥栖市1.4、多久市39.6、伊万里市1.8、武雄市6、鹿島市6.6、
小城市4.4、嬉野市0、神埼市6.2、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰町0、みやき町0、玄
海町0、有田町9.7、大町町14.4、江北町20.5、白石町0、太良町0
※全国平均2.8

神経内科医師数・脳神経外科医師数　【医師・歯科医師・薬剤師調査】

脳卒中の専用病室を有する病院数・病床数　【医療施設調査】



回復期 維持期予防 救護 急性期

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部3.7、東部0.0、北部*、西部*、南部13.8
※全国平均7.2（42/47都道府県）

＜ＳＣＲ＞
【くも膜下出血の脳動脈瘤流入血管ｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ
等】
県全体81.8
　中部55.7、東部0、北部75.0、西部128.8、
　南部177.4

県全体65.6　※全国平均66.2

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*
【算定回数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*
【レセプト件数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*
※全国平均4.2（21/47都道府県）

県全体303.5　※全国平均262.2

＜ＳＣＲ＞
【高血圧の総合的な治療管理体制】
県全体130.8
　中部154.0、東部240.3、北部104.8、
　西部185.3、南部7.9

県全体84.7　※全国平均67.5

＜ＳＣＲ＞
【高脂血症の総合的な治療管理体制】
県全体115.8
　中部103.6、東部327.9、北部62.8、
　西部186.6、南部2.4

【医療機関数】
県全体89
　中部33、東部11、北部16、西部9、南部20
【算定回数】
県全体1,000,196
　中部409,383、東部284,636、北部87,953、
西部107,752、南部110,472
【レセプト件数】
県全体16,409
　中部6,251、東部3,294、北部2,462、西部
2,130、南部2,272

【医療機関数】
県全体*
　中部4、東部0、北部*、西部*、南部*
【算定回数】
県全体468
　中部252、東部0、北部83、西部83、南部50
【レセプト件数】
県全体468
　中部252、東部0、北部83、西部83、南部50

プロセス

＜割合%＞
【生活習慣病のリスクを高める量を飲酒して
いる者】
男女 総数10.8、20代6.9、30代12.3、40代
15.6、50代15.8、60代12.3、70以上3.7
男性 総数13.9、20代5.5、30代15.3、40代
17.5、50代18.5、60代18.4、70以上6.5
女性 総数8.1、20代8.1、30代9.3、40代14.0、
50代13.5、60代7.1、70以上1.5

＜人口10万人当たり＞
県全体1,936.3
　中部1,780.1、東部2,638.2、北部1,841.8、西部2,738.6、南部1,420.5
※全国平均1,465.4

＜ＳＣＲ＞
【脳卒中に対する急性期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ】
県全体138.7
　中部117.5、東部151.4、北部116.9、西部201.2、南部159.2
【脳卒中に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（入院）】
県全体131.6
　中部138.4、東部155.8、北部98.2、西部158.5、南部117.9
【脳卒中に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（外来）】
県全体206.9
　中部181.7、東部350.1、北部180.0、西部266.0、南部152.0

＜人口10万人当たり＞
県全体55.2
　中部71.8、東部0.0、北部62.1、西部106.7、南部31.3
※全国平均46.6

＜ＳＣＲ＞
【脳卒中患者の連携パス利用者（第１入院機関）】
県全体132.3
　中部180.1、東部0、北部140.6、西部227.1、南部72.8
【脳卒中患者の連携パス利用者（第２入院機関）】
県全体141.7
　中部173.6、東部105.8、北部137.0、西部190.4、南部84.1

脳卒中患者に対する嚥下機能訓練の実施件数　【NDB】

脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数　【NDB】

【医療機関数】
県全体56
　中部23、東部8、北部8、西部7、南部10
【算定回数】
県全体34,672
　中部11,534、東部11,887、北部917、西部
3,654、南部6,680
【レセプト件数】
県全体3,025
　中部927、東部865、北部147、西部400、南
部686

＜人口10万人当たり＞
県全体357.0
　中部264.0、東部692.8、北部110.0、西部514.3、南部428.9
※全国平均248.1

くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数　【NDB】

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部0、北部*、西部*、南部3
【算定回数】
県全体*
　中部13、東部0、北部*、西部*、南部22
【レセプト件数】
県全体*
　中部13、東部0、北部*、西部*、南部22

脂質異常症患者の年齢調整外来受療率　【患者調査】

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率　【患者調査】

ハイリスク飲酒者の割合　【国民健康・栄養調査】※全国

健康診断の受診率　【国民生活基礎調査】 くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数　【NDB】

脳卒中患者における地域連携計画作成等の実施件数　【NDB】



回復期 維持期予防 救護 急性期

県全体1.4
　中部0.6、東部0.0、北部0.0、西部0.0、南部
0.8
※0.1千人単位

＜人口10万人当たり＞
県全体0.2
　中部0.2、東部0.1、北部0.2、西部0.2、南部
0.5
※全国平均0.2

県全体36.7　　※全国平均39.4

県全体8.3
佐賀市7.0、鳥栖市10.9、武雄市
6.6、嬉野市28.6、有田町14.2、白石
町18.0、その他市町*
※全国13.9

アウトカ
ム

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間
【救急・救助の現状】

脳血管疾患により救急搬送された患者の圏域外への搬送率
【患者調査】

県全体　男性38.4、女性20.7
※全国平均　男性37.8、女性21.0

県全体130.7
　中部91.7、東部194.2、北部145.5、西部49.2、南部201.5
※全国平均89.4

県全体50.2
　中部48.3、東部53.6、北部51.5、西部56.6、南部47.6
※全国平均55.5

●●

脳血管疾患により救急搬送された患者数　【患者調査】

●

退院患者平均在院日数　【患者調査】

●

在宅等生活の場に復帰した患者の割合　【患者調査】

脳血管疾患患者の年齢調整死亡率　【人口動態特殊報告】



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

慢性期・再発予防

＜人口10万人当たり＞
県全体15.8（診療所12.4、病院3.4）
　中部16.7（診療所13.9、病院2.8）
　東部16.0（診療所13.6、病院2.4）
　北部17.0（診療所12.6、病院4.4）
　西部14.1（診療所6.4、病院7.7）
　南部13.6（診療所11.1、病院2.5）
※全国平均11.8（診療所9.9、病院1.9）

【循環器内科】
県全体76
　中部44、東部11、北部12、西部2、南部7
【心臓血管外科】
県全体25
　中部14、東部1、北部0、西部2、南部8

＜人口10万人当たり＞
【循環器内科】
県全体8.9
　中部12.5、東部8.8、北部8.9、西部2.6、南部4.3
※全国平均9.3
【心臓血管外科】
県全体2.9
　中部4.0、東部0.8、北部0、西部2.6、南部5.0
※全国平均2.4

【病院数】
県全体3
　中部1、東部0、北部1、西部0、南部1
【病床数】
県全体11
　中部4、東部0、北部3、西部0、南部4

＜人口10万人当たり＞
【病院数】
県全体0.4
　中部0.3、東部0、北部0.7、西部0、南部0.6
※全国平均0.3
【病床数】
県全体1.3
　中部1.1、東部0、北部2.2、西部0、南部2.5
※全国平均1.2

県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部*

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部*

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）届出】
県全体8
　中部2、東部2、北部1、西部1、南部2
佐賀市2、唐津市1、鳥栖市1、伊万里市1、鹿島
市1、嬉野市1、みやき町1、その他市町0

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）届出】
県全体3
　中部2、東部0、北部1、西部0、南部0
佐賀市2、唐津市1、その他市町0

＜人口10万人当たり＞
県全体120.1
　中部141.0、東部29.6、北部116.7、
　西部48.9、南部182.6　　※全国平均169.3

＜ＳＣＲ＞
【急性心筋梗塞に対するカテーテル治療】
県全体77.1
　中部97.4、東部29.1、北部69.3、西部60.5、
　南部83.2

【医療機関数】
県全体129
　中部53、東部19、北部24、西部10、南部23
【算定回数】
県全体4,365
　中部2,089、東部605、北部680、西部397、
南部594
【レセプト件数】
県全体3,183
　中部1,509、東部446、北部496、西部290、
南部442

＜人口10万人当たり＞
県全体375.6
　中部429.7、東部357.2、北部371.0、西部
372.9、南部276.3
※全国平均403.2

県全体9　　※全国平均35.4

【達成率（90分以内再開通件数／再開通件数）】
県全体*（*/*）
　中部71.6（73/102）、東部*（*/*）、北部55.9
（19/34）、西部*（*/16）、南部95（38/40）

＜人口10万人当たり＞
※全国平均65.1（23.1/35.5）

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部7.1、東部0.0、北部0.0、西部0.0、南部*
※全国平均12.7（44/47都道府県）

＜ＳＣＲ＞
【虚血性心疾患に対する心臓血管手術】
県全体30.2
　中部59.8、東部0、北部0、西部0、南部30.9

健康診断の受診率　【国民生活基礎調査】 虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数　【NDB】

県全体0.0
　中部0.0、東部0、北部0.0、
　西部0、南部0.0
※0.1千人単位

＜人口10万人当たり＞
県全体0.0
　中部0.0、東部0、北部0.0、西部0、
南部0.0
※全国平均0.0

県全体65.6　※全国平均66.2

心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）全搬送人員のうち、一般
市民により除細動が実施された件数　【救急・救助の現状】

喫煙率　【国民生活基礎調査】

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部3
【算定回数】
県全体1,051
　中部508、東部39、北部162、西部39、南部303
【レセプト件数】
県全体1,018
　中部495、東部37、北部156、西部38、南部292

虚血性心疾患により救急搬送された患者数（再掲）
【患者調査】

県全体　男性38.9、女性10.4
※全国平均　男性33.7、女性10.7

急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝの実施件数　【NDB】

ニコチン依存症管理料を算定する患者数（診療報酬ごと）　【NDB】

●

【算定回数】
県全体*
　中部25、東部0、北部0、西部0、南部*
【レセプト件数】
県全体*
　中部25、東部0、北部0、西部0、南部*

プロセ
ス

＜ＳＣＲ＞
【禁煙指導の診療体制】
県全体109.0
　中部121.2、東部98.7、北部113.0、
　西部128.8、南部76.7

県全体135（診療所106、病院29）
　中部59（診療所49、病院10）
　東部20（診療所17、病院3）
　北部23（診療所17、病院6）
　西部11（診療所5、病院6）
　南部22（診療所18、病院4）

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る現状把握

予防 救護 急性期

ストラク
チャー

禁煙外来を行っている医療機関数　【医療施設調査】 循環器内科医師数・心臓血管外科医師数　【医師・歯科医師・薬剤師調査】

心臓内科系集中治療室（CCU）を有する病院数・病床数　【医療施設調査】

心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数　【NDB】

心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数　【診療報酬施設基準】

＜人口10万人当たり＞
【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ）届出】
県全体0.9
　中部0.6、東部1.6、北部0.8、西部1.3、南部1.3
※全国平均0.9
佐賀市0.8、唐津市0.8、鳥栖市1.4、伊万里市1.8、鹿島市3.3、嬉野市3.7、みやき町3.9、その他市町0

【ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅱ）届出】
県全体0.4
　中部0.6、東部0、北部0.8、西部0、南部0
※全国平均0.2
佐賀市0.8、唐津市0.8、その他市町0

回復期

来院後90分以内の冠動脈再開通達成率　【NDB】



慢性期・再発予防予防 救護 急性期 回復期

県全体303.5　※全国平均262.2

＜ＳＣＲ＞
【高血圧の総合的な治療管理体制】
県全体130.8
　中部154.0、東部240.3、北部104.8、
　西部185.3、南部7.9

県全体84.7　※全国平均67.5

＜ＳＣＲ＞
【高脂血症の総合的な治療管理体制】
県全体115.8
　中部103.6、東部327.9、北部62.8、
　西部186.6、南部2.4

県全体0.0　　※0.1千人単位
　中部0.0、東部0、北部0.0、西部0、南部0.0

＜人口10万人当たり＞
県全体0.0
　中部0.0、東部0、北部0.0、西部0、南部0.0
※全国平均0.0

県全体36.7　　※全国平均39.4

全市町－
＜人口10万人当たり＞
全市町-
※全国平均24.4（41/47都道府県）

アウトカ
ム

●

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平均時間
【救急・救助の現状】

退院患者平均在院日数　【患者調査】

●

●

虚血性心疾患により救急搬送された患者の圏域外への搬送率
【患者調査】

虚血性心疾患患者の年齢調整死亡率　【人口動態特殊報告】

県全体93.2
　中部91.2、東部50.0、北部96.6、
　西部86.4、南部97.0　　※全国平均92.9

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率　【患者調査】

＜ＳＣＲ＞
【心大血管疾患に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ（入院）】
県全体97.3
　中部82.6、東部47.1、北部118.1、西部82.1、南部146.8

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部*、北部*、西部*、南部*
【算定回数】
県全体16,106
　中部4,602、東部1,776、北部3,670、西部
1,845、南部4,213
【レセプト件数】
県全体1,143
　中部439、東部75、北部196、西部92、南部341

＜人口10万人当たり＞
県全体134.9
　中部125.0、東部60.1、北部146.6、西部118.3、南部213.2
※全国平均157.9（46/47都道府県）

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部0、北部*、西部*、南部0
【算定回数】
県全体3,062
　中部1,414、東部0、北部833、西部815、南
部0
【レセプト件数】
県全体414
　中部227、東部0、北部97、西部90、南部0

入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数　【NDB】

外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数　【NDB】脂質異常症患者の年齢調整外来受療率　【患者調査】

＜人口10万人当たり＞
県全体48.9
　中部64.6、東部0.0、北部72.6、西
部115.7、南部0.0
※全国平均102.4

在宅等生活の場に復帰した患者の割合
【患者調査】

虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数　【NDB】

●

虚血性心疾患により救急搬送された患者数　【患者調査】

県全体　男性14.8、女性5.5
※全国平均　男性31.3、女性11.8

県全体9.2
　中部7.7、東部140.5、北部9.7、西部13.2、南部7.1　　※全国平均9.1

プロセ
ス



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

県全体45.3
※全国平均48.6

県全体23
　中部14、東部4、北部1、西部1、
　南部3

＜人口10万人当たり＞
県全体2.7
　中部4.0、東部3.2、北部0.7、
　西部1.3、南部1.9
※全国平均3.3

県全体2
＜人口10万人当たり＞
県全体0.2　　※全国平均0.1

県全体18
　佐賀市6、唐津市5、鳥栖市1、多
久市0、伊万里市1、武雄市0、鹿
島市0、小城市3、嬉野市0、神埼
市0、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰
町0、みやき町1、玄海町0、有田町
0、大町町0、江北町0、白石町1、
太良町0

＜人口10万人当たり＞
県全体2.1
佐賀市2.5、唐津市4.0、鳥栖市
1.4、多久市0.0、伊万里市1.8、武
雄市0.0、鹿島市0.0、小城市6.5、
嬉野市0.0、神埼市0.0、吉野ヶ里
町0.0、基山町0.0、上峰町0.0、み
やき町3.9、玄海町0.0、有田町
0.0、大町町0.0、江北町0.0、白石
町4.1、太良町0.0
※全国平均1.5

県全体29.0
※全国平均17.8

【診療所】
県全体2
　中部1、東部1、北部0、西部0、南部0
【病院】
県全体12
　中部3、東部3、北部3、西部2、南部1

＜人口10万人当たり＞
【診療所】
県全体0.2
　中部0.3、東部0.8、北部0、西部0、
　南部0　　※全国平均0.3
【病院】
県全体1.4
　中部0.9、東部2.4、北部2.2、
　西部2.6、南部0.6　※全国平均0.9

県全体23
＜人口10万人当たり＞
県全体2.7　　※全国平均4.1

県全体16
　中部7、東部2、北部3、西部1、南
部3

＜人口10万人当たり＞
県全体1.9
　中部2.0、東部1.6、北部2.3、
　西部1.3、南部1.9

県全体25
　中部12、東部2、北部5、西部1、
南部5

＜人口10万人当たり＞
県全体3.0
　中部3.4、東部1.6、北部3.8、西部
1.3、南部3.2
※全国平均3.4

県全体37
　中部16、東部4、北部4、西部3、
南部10

【糖尿病登録医】
県全体16
【療養指導医】
県全体27

＜人口10万人当たり＞
【糖尿病登録医】
県全体1.9　　※全国平均1.1
【療養指導医】
県全体3.2　　※全国平均2.2

県全体1
＜人口10万人当たり＞
県全体0.1　　※全国平均0.6

県全体60
＜人口10万人当たり＞
県全体7.1　　※全国平均14.3

県全体26
＜人口10万人当たり＞
県全体3.1　　※全国平均2.6

県全体6
＜人口10万人当たり＞
県全体0.7　　※全国平均0.6

県全体102.0　　※全国98.6

＜ＳＣＲ＞
【糖尿病の総合的な治療管理体制（外
来）】
県全体143.3
　中部127.9、東部427.0、北部132.0、
　西部105.7、南部8.0

【医療機関数】
県全体*
　中部5、東部0、北部*、西部*、南
部0
【算定回数】
県全体687
　中部487、東部0、北部189、西部
11、南部0
【レセプト件数】
県全体687
　中部487、東部0、北部189、西部
11、南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体81.1
　中部138.7、東部0.0、北部141.4、
西部14.1、南部0.0
※全国平均88.4

＜ＳＣＲ＞
【糖尿病透析予防指導管理】
県全体84.9
　中部149.0、東部0、北部143.6、
西部14.3、南部0

【医療機関数】
県全体40
　中部17、東部5、北部7、西部3、
南部8
【算定回数】
県全体165,538
　中部65,445、東部18,263、北部
31,347、西部20,304、南部30,179
【レセプト件数】
県全体13,927
　中部5,490、東部1,505、北部
2,659、西部1,729、南部2,544

＜人口10万人当たり＞
県全体1,643.5
　中部1,563.4、東部1,205.4、北部
1,989.2、西部2,223.0、南部1,590.5
※全国平均1,493.4

＜ＳＣＲ＞
【糖尿病の人工透析（全体）】
県全体112.4
　中部110.0、東部87.9、北部
131.4、西部147.1、南部101.9

【医療機関数】
県全体530
　中部229、東部78、北部84、西部40、
南部99
【算定回数】
県全体376,719
　中部152,931、東部43,262、北部
75,234、西部33,903、南部71,389
【レセプト件数】
県全体376,392
　中部152,807、東部43,158、北部
75,157、西部33,894、南部71,376

＜人口10万人当たり＞
県全体44,416.0
　中部43,514.1、東部34,565.9、北部
56,223.7、西部43,577.9、南部44,624.8
※全国平均48,280.7

＜ＳＣＲ＞
【HbA1c検査（全体）】
県全体94.0
　中部93.5、東部85.8、北部110.6、
　西部87.9、南部89.8

【医療機関数】
県全体369
　中部155、東部56、北部57、西部
29、南部72
【算定回数】
県全体59,228
　中部25,460、東部7,367、北部
10,670、西部5,376、南部10,355
【レセプト件数】
県全体59,228
　中部25,460、東部7,367、北部
10,670、西部5,376、南部10,355

＜人口10万人当たり＞
県全体6,989.2
　中部7,250.1、東部5,900.4、北部
7,982.0、西部6,912.0、南部6,474.0
※全国平均7,803.2

＜ＳＣＲ＞
【在宅インスリン治療（外来）】
県全体92.9
　中部98.5、東部83.6、北部103.5、
　西部88.6、南部81.7

【医療機関数】
県全体*
　中部7、東部*、北部3、西部*、南
部3
【算定回数】
県全体1,607
　中部1,114、東部61、北部191、西
部60、南部181
【レセプト件数】
県全体1,607
　中部1,114、東部61、北部191、西
部60、南部181

＜人口10万人当たり＞
県全体189.6
　中部317.2、東部48.9、北部
142.9、西部77.1、南部113.2
※全国平均174.3

＜ＳＣＲ＞
【糖尿病足病変に対する管理】
県全体107.5
　中部185.1、東部29.8、北部78.1、
西部42.0、南部60.1

HbA1c検査の実施件数　【NDB】 在宅インスリン治療件数　【NDB】

糖尿病患者の年齢調整外来受療率　【患者調査】

糖尿病登録歯科医師数　【日本糖尿病協会HP】

糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数　【NDB】

●

糖尿病足病変に対する管理　【NDB】

●

糖尿病看護認定看護師数　【日本看護協会HP】

合併症治療

糖尿病性腎症の管理が可能な医療機関数
【診療報酬施設基準】

糖尿病足病変の管理が可能な医療機関数
【診療報酬施設基準】

糖尿病網膜症の手術が可能な医療機関数　【NDB】

歯周病専門医数　【日本歯周病学会HP】

糖尿病療養指導士数　【日本糖尿病療養指導士認定機構HP】

糖尿病透析予防指導の実施件数　【NDB】

糖尿病専門医数　【日本糖尿病学会HP】

教育入院を行う医療機関数　【日本糖尿病協会HP】

糖尿病内科（代謝内科）標榜医療機関数　【医療施設調査】特定保健指導実施率　【厚労省HP】

プロセス

糖尿病の医療体制構築に係る現状把握

予防 初期・安定期 合併症予防を含む専門治療

ストラク
チャー

●

特定健診受診率　【国民生活基礎調査】 糖尿病内科（代謝内科）医師数　【医師・歯科医師・薬剤師調査】

腎臓専門医数　【日本腎臓学会HP】

糖尿病登録医/療養指導医　【日本糖尿病協会HP】



合併症治療予防 初期・安定期 合併症予防を含む専門治療

男女　総数64.9、20代25.0、30代23.1、
40代51.7、50代52.0、60代57.1、70以上
79.9

男性　総数66.2、20代25.0、30代20.0、
40代53.3、50代55.2、60代56.9、70以上
82.6

女性　総数63.0、20代0.0、30代25.0、40
代50.0、50代47.6、60代57.3、70以上
76.3

【医療機関数】
県全体37
　中部16、東部4、北部4、西部3、
南部10
【算定回数】
県全体873
　中部502、東部16、北部55、西部
82、南部218
【レセプト件数】
県全体645
　中部387、東部15、北部44、西部
48、南部151

＜人口10万人当たり＞
県全体76.1
　中部110.2、東部12.0、北部32.9、
西部61.7、南部94.4
※全国平均90.8

＜ＳＣＲ＞
【糖尿病網膜症手術（全体）】
県全体83.4
　中部123.4、東部13.8、北部35.2、
西部65.6、南部99.2

【医療機関数】
県全体187
　中部69、東部28、北部33、西部15、南
部42
【算定回数】
県全体13,013
　中部6,076、東部2,171、北部2,816、西
部466、南部1,484
【レセプト件数】
県全体13,006
　中部6,072、東部2,170、北部2,814、西
部466、南部1,484

＜人口10万人当たり＞
県全体1,534.8
　中部1,729.1、東部1,738.0、北部
2,105.1、西部599.1、南部927.8
※全国平均1,546.6

【医療機関数】
県全体533
　中部232、東部76、北部89、西部40、
南部96
【算定回数】
県全体360,253
　中部168,884、東部35,082、北部
67,361、西部24,836、南部64,090
【レセプト件数】
県全体312,055
　中部146,181、東部32,376、北部
57,466、西部21,981、南部54,051

＜人口10万人当たり＞
県全体36,824.0
　中部41,627.2、東部25,930.5、北部
42,989.3、西部28,261.2、南部33,793.1
※全国平均37,997.5

【医療機関数】
県全体64
　中部29、東部7、北部8、西部6、南部
14
【算定回数】
県全体64,835
　中部27,238、東部6,549、北部11,327、
西部4,889、南部14,832
【レセプト件数】
県全体52,206
　中部22,825、東部4,940、北部7,390、
西部4,205、南部12,846

＜人口10万人当たり＞
県全体6,160.6
　中部6,499.8、東部3,956.5、北部
5,528.3、西部5,406.4、南部8,031.4
※全国平均6,943.8

【医療機関数】
県全体319
　中部132、東部52、北部51、西部23、
南部61
【算定回数】
県全体45,230
　中部19,313、東部6,536、北部7,833、
西部3,576、南部7,972
【レセプト件数】
県全体44,055
　中部18,906、東部5,971、北部7,702、
西部3,524、南部7,952

＜人口10万人当たり＞
県全体5,198.7
　中部5,383.8、東部4,782.3、北部
5,761.7、西部4,530.8、南部4,971.6
※全国平均5,762.9

＜ＳＣＲ＞
【血糖自己測定（入院）】
県全体97.6
　中部121.5、東部48.7、北部75.0、
　西部93.6、南部103.4
【血糖自己測定（外来）】
県全体91.4
　中部96.6、東部89.9、北部99.0、
　西部76.2、南部82.8

●

糖尿病網膜症手術数　【NDB】

尿中アルブミン（定量）検査の実施件数　【NDB】

医療機関・健診で糖尿病と言われた者のうち、治療を受けている者の割
合【国民健康・栄養調査】※全国

血糖自己測定の実施件数　【NDB】

クレアチニン検査の実施件数　【NDB】

精密眼底検査の実施件数　【NDB】

プロセス



合併症治療予防 初期・安定期 合併症予防を含む専門治療

【算定回数】
県全体26,445,983
　中部10,623,831、東部3,335,423、北部
4,877,566、西部2,644,671、南部
4,964,492
【レセプト件数】
県全体460,380
　中部187,866、東部56,625、北部
84,930、西部44,527、南部86,432

＜人口10万人当たり＞
県全体54,327.0
　中部53,497.6、東部45,351.9、北部
63,534.7、西部57,248.8、南部54,037.9
※全国平均48,546.7

＜ＳＣＲ＞
【内服薬（全体）】
県全体117.0
　中部118.7、東部105.3、北部131.9、
　西部118.2、南部109.1

【医療機関数】
県全体115
　中部45、東部17、北部20、西部9、南
部24
【算定回数】
県全体9,330
　中部2,117、東部3,626、北部1,507、西
部852、南部1,228
【レセプト件数】
県全体9,259
　中部2,108、東部3,576、北部1,504、西
部845、南部1,226

＜人口10万人当たり＞
県全体1,092.6
　中部600.3、東部2,864.1、北部
1,125.1、西部1,086.4、南部766.5

＜割合%＞
男女　総数74.0、20代
100.0、30代75.0、40代
75.0、50代51.0、60代75.2、
70以上78.4
男性　総数74.4、20代
100.0、30代50.0、40代
72.7、50代51.6、60代75.9、
70以上79.4
女性　総数73.5、20代0.0、
30代100.0、40代77.8、50代
50 0 60代74 1 70以上77 2

【医療機関数】
県全体204
　中部89、東部22、北部29、西部
19、南部45
【レセプト件数】
県全体3,851
　中部2,317、東部193、北部414、
西部376、南部551

＜人口10万人当たり＞
県全体454.4
　中部659.8、東部154.6、北部
309.7、西部483.4、南部344.5
※全国平均422.0

＜割合%＞
男女　総数13.3、20代0.7、
30代1.3、40代4.2、50代
10.8、60代16.3、70以上21.8
男性　総数19.5、20代1.8、
30代1.8、40代7.3、50代
18.8、60代22.9、70以上27.3
女性　総数9.2、20代0.0、30
代1.0、40代2.8、50代6.5、
60代11.4、70以上17.2

【医療機関数】
県全体50
　中部17、東部8、北部7、西部8、
南部10
【レセプト件数】
県全体942
　中部392、東部52、北部274、西
部62、南部162

＜人口10万人当たり＞
県全体111.2
　中部111.6、東部41.6、北部
205.0、西部79.7、南部101.3
※全国平均156.8

県全体　男性6.6、女性2.5
※全国平均　男性5.5、女性2.5

【医療機関数】
県全体*
　中部14、東部3、北部7、西部*、南部7
【算定回数】
県全体1,546
　中部606、東部63、北部353、西部145、南部379
【レセプト件数】
県全体291
　中部119、東部12、北部60、西部25、南部75

＜人口10万人当たり＞
県全体34.3
　中部33.9、東部9.6、北部44.9、西部32.1、南部46.9
※全国平均35.8

糖尿病患者の年齢調整死亡率　【人口動態特殊報告】

アウトカ
ム

糖尿病予備軍の者の数　【国民健康・栄養調査】
※全国

低血糖患者数　【NDB】

糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡患者数　【NDB】

●

新規人工透析導入患者数　【NDB】

内服薬の処方件数　【NDB】

糖尿病が強く疑われる者の数
【国民健康・栄養調査】　※全国

外来栄養食事指導料の実施件数　【NDB】プロセス



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

＜人口10万人当たり＞
県全体0.5　　※全国平均0.2
　中部0.6、東部0、北部0.7、西部0、
　南部0.6

＜人口10万人当たり＞
県全体6.9　　※全国平均2.1

＜ＳＣＲ＞
【救急医療の体制（３次救急）入院】
県全体124.2
　中部149.2、東部0、北部203.0、
　西部0、南部151.3

＜ＳＣＲ＞
【救急医療の体制（２次救急）入
院】
県全体69.1
　中部73.2、東部49.8、北部
81.0、西部41.0、南部76.9

県全体50
＜人口10万人当たり＞
県全体6.0　　※全国平均4.9

【病院数】
県全体5
　中部2、東部0、北部1、西部0、
　南部2
【病床数】
県全体42
　中部18、東部0、北部4、西部0、
　南部20

＜人口10万人当たり＞
【病院数】
県全体0.6
　中部0.6、東部0、北部0.7、西部0、
　南部1.2　　※全国平均0.6
【病床数】
県全体4.9
　中部5.1、東部0、北部3.0、西部0、
　南部12.4　　※全国平均4.9

県全体32,165
＜人口10万人当たり＞
県全体3,862.1
※全国平均4,310.5

県全体1,854
＜人口1千人当たり＞
県全体2.23　※全国平均2.45

県全体15 県全体100　　※全国平均99.6

【医療機関数】
県全体*
　中部*、東部0、北部*、西部*、南
部0
【算定回数】
県全体*
　中部12、東部0、北部*、西部*、
南部0
【レセプト件数】
県全体*
　中部12、東部0、北部*、西部*、
南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部3.4、東部0.0、北部*、西部
*、南部0.0
※全国平均7.9（32/47都道府県）

【救命救急センター】
県全体10,361
【二次救急医療機関】
県全体16,838

＜人口10万人当たり＞
【救命救急センター】
県全体1,229.9
※全国平均1,064.9

転棟・退院調整をする者を常時配置している救命救急センターの数
【救急救命センターの評価結果】

救命後の医療

＜人口10万人当たり＞
県全体0.1
※全国平均0.1

緊急入院患者における退院調整・支援の実施件数　【NDB】

２次救急医療機関等の救急医療機関やかかりつけ医、介護施設等の関係機関が参加したメディカルコントロール協議会の開催回数　【県調査】

２次救急医療機関数　【救急医療体制調査】

救急担当専任医師数・看護師数　【救命救急センターの評価結果】　※二次救急医療機関については別途県調査

一般診療所の初期救急医療への参画率　【医療施設調査】

県全体18
　中部8、東部1、北部2、西部1、
南部6

初期救急医療

初期救急医療施設数　【医療施設調査】

県全体58

県全体36.3
　中部52.9、東部25.2、北部9.0、
　西部11.5、南部38.4
※全国平均21.7

AEDの設置台数　【救急医療財団HP】

救急医療体制構築に係る現状把握

救護 救命医療 入院救急医療

運用救急救命士数　【救急・救助の現状】

県全体199
＜人口10万人当たり＞
県全体23.9　　※全国平均19.6

【救命救急センター　専任医師】
県全体26
　中部21、東部0、北部3、西部0、南部2

【救命救急センター　専任看護師】
県全体161
　中部132、東部0、北部29、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
【救命救急センター　専任医師】
　県全体3.1　※全国平均2.3

【救命救急センター　専任看護師】
県全体19.0
※全国平均14.6

＜人口1万人当たり＞
【普通・上級救命講習】
県全体53　　※全国平均113
【その他講習】
県全体293　※全国平均202

県全体4
　中部2、東部0、北部1、西部0、
　南部1

H27：1回　　H28：0回　　※全国平均1.5

●

●

心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）全搬送人員のうち、一般市民
により除細動が実施された件数　【救急・救助の現状】

救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送までに要した平均時間　【救急・救助の現状】

受入困難事例の件数　【消防庁調査】

救命救急センター充実段階評価Ａの割合
【救命救急センターの評価結果】

【覚知～医療機関】　　　　　　　　　　【覚知～現場到着】
県全体37.2　※全国平均39.4　　　　県全体9.1　※全国平均8.6

【救急車で搬送する病院が決定するまでに要請開始から30分以上である件数】　118

【救急車で搬送する病院が決定するまでに４医療機関以上に要請を行った件数】　74

【救急車で搬送する病院が決定するまでに要請開始から30分以上である全搬送件数に占める割合】
3.2　　※全国平均5.3

【救急車で搬送する病院が決定するまでに４医療機関以上に要請を行った全搬送件数に占める割合】
2　　※全国平均3.2

救急車の受入件数　【救命救急センターの評価結果】

心肺機能停止傷病者（心肺停止患者）の一ヶ月後の予後（生存率・社会復帰率）　【救急・救助の現状】
アウトカ

ム
●

【生存率】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【社会復帰率】
県全体12.2　　※全国平均13.0　　　　　　県全体6.5　　※全国平均8.6

救急車の運用数　【救急・救助の現状】

＜人口10万人当たり＞
県全体2.1
　中部2.3、東部0.8、北部1.5、
　西部1.3、南部3.7
※全国平均1.4

県全体1
　中部0、東部0、北部1、西部0、南
部0

プロセ
ス

救急搬送人員数　【救急・救助の現状】

●

ストラク
チャー

救命救急センター数　【医療施設調査】

特定集中治療室のある医療機関数　【医療施設調査】

住民の救急蘇生法の受講率　【救急・救助の現状】



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

0

策定済　25％（2/8）　　※全国平均38.5 ―　　※全国平均7.8
ＤＭＡＴチーム数：22チーム
ＤＭＡＴ隊員数：126名
DMATの研修を修了した隊員数140

＜人口10万人当たり＞
【DMATの研修を修了した隊員数】
16.6　　※全国平均9.0

複数確保　25％（2/8）　　※全国平均82.7
衛星携帯電話保有　75％（6/8）

登録済　100％（99/99）

63％（5/8）　　※全国平均70.9

県全体　年間１回

災害時における医療体制構築に係る現状把握

災害時に拠点となる病院 災害時に拠点となる病院以外の病院 都道府県

ストラク
チャー

多数傷病者に対応可能なスペースを有する災害拠点病院の割合

病院の耐震化率

複数の災害時の通信手段の確保率 広域災害・救急医療情報システム（EMIS）への登録率

医療活動相互応援態勢に関わる応援協定等を締結している都道府県数

●

災害拠点病院における業務継続計画の策定率 災害拠点病院以外の病院における業務継続計画の策定率 DMAT、DPAT等の緊急医療チーム数及びチームを構成する医療従事者数

【災害時に拠点となる病院】
87.5％（7/8）　　※全国平均87.6

【災害時に拠点となる病院以外の病院】
70.1%　　※全国平均71.5

アウトカ
ム

●

プロセ
ス

●

●

県全体1

EMISの操作を含む研修・訓練を実施している病院の割合

【操作担当者の指定をしている病院の割合】
100％　　※全国平均99.2
【研修・訓練を実施している病院の割合】
100％　　※全国平均98.2

災害時の医療チーム等の受入を想定し、都道府県災害対策本部、都道府県医療本部で関係機関（消防、警察等）、公共輸送機関等との連携の確認を行う災害訓練の実施回数

●

被災した状況を想定した災害実働訓練を実施した病院の割合

基幹災害拠点病院における県下の災害関係医療従事者を対象とした研修の実施
回数

災害時の医療チーム等の受入を想定し、関係機関・団体等と連携の上、保健所管轄区域や市町村単位等で地域災害医療対策会議のコーディネート機能の確認を行う災害訓練の実施回数

県全体0

●

広域医療搬送を想定し、都道府県災害対策本部、都道府県医療本部で関係機関（消防、警察等）、公共輸送機関等との連携の確認を行う災害訓練の実施箇所数及び回数

県全体0



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値 ※●は重点指標

【診療所数】
県全体9
【病床数】
県全体17

＜人口10万人当たり＞
【診療所数】
県全体1.1　　※全国平均0.8
【病床数】
県全体2.0　　※全国平均1.2

県全体0
＜人口10万人当たり＞
県全体0　　※全国平均0.2

県全体0

県全体0

【常勤医師数】
県全体9.0
【非常勤医師数】
県全体4.0

＜人口10万人当たり＞
【常勤医師数】
県全体1.1　　※全国平均0.5
【非常勤医師数】
県全体0.5　　※全国平均0.9

【看護師】
県全体11.0（常勤）、5.0（非常勤）
【歯科医師・薬剤師】
県全体0

【診療】週あたり　離島部４日、山間部６日
【巡回診療】週あたり　離島部0.5日

県全体0 －

県全体0

【回数】
県全体0
【延べ日数】
県全体0

－

県全体0

【回数】
県全体0
【延べ日数】
県全体0

電子カルテシステム 6診療所
地域診療録連携システム 1診療所

へき地の医療体制構築に係る現状把握

へき地診療 へき地支援医療 行政機関等の支援

ストラク
チャー

へき地診療所数・病床数

へき地診療所の医師数

へき地における医師以外の医療従事者数（歯科医師、看護師、薬剤師等）

へき地における歯科診療所数

へき地医療拠点病院数 へき地医療に従事する地域枠医師数

アウトカ
ム

●
へき地医療拠点病院からへき地への巡回診療実施回数・日数・延べ受診患者数

●

へき地における訪問診療（歯科を含む）・訪問看護の実施日数

●

●
協議会の開催回数

●

協議会等におけるへき地の医療従事者（医師、歯科医師、看護師、薬剤師等）確
保の検討回数

プロセ
ス

●

●

遠隔医療等ICTを活用した診療支援の実施状況

へき地保健指導所の保健活動日数及び対象者数

●
へき地における診療・巡回診療の実施日数

へき地医療拠点病院からへき地への医師派遣実施回数・延べ派遣日数

●

へき地医療拠点病院からへき地への代診医派遣実施回数・延べ派遣日数



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

県全体0　　※全国平均1.0

＜ＳＣＲ＞
【新生児集中治療管理体制】
県全体50.0
　中部118.7、東部0、北部0、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
【常勤医師数】
県全体1.2　　※全国平均1.3
【非常勤医師数（常勤換算）】
県全体1.2　　※全国平均1.1

【病院数】
県全体4　中部3、東部0、北部0、西部0、南部1
【病床数】
県全体26　中部24、東部0、北部0、西部0、南部2

アドバンス助産師数、新生児集中ケア認定看護師数　【学会等HP】

＜人口10万人当たり＞
【新生児専門医】
県全体0.4　　※全国平均0.5
【母体・胎児専門医】
県全体0.6　　※全国平均2.5

【診療所】
県全体59.5　　中部34.7、東部6.0、北部2.0、西部3.3、南部13.5
【病院】
県全体105.3　　中部76.3、東部0、北部12.0、西部0、南部17.0
【就業助産師数】
県全体208

＜15-49歳女性10万人当たり＞
【診療所】
県全体35.2　　中部47.7、東部22.7、北部7.9、西部23.1、南部45.0　　※全国平均20.5
【病院】
県全体62.4　　中部104.9、東部0、北部47.3、西部0、南部56.6　　※全国平均74.1
【就業助産師数】
県全体123.2　　※全国平均125.7

【アドバンス助産師】
県全体12
【新生児集中ケア認定看護師】
県全体3

＜人口10万人当たり＞
【アドバンス助産師】
県全体1.4　　※全国平均2.0
【新生児集中ケア認定看護師】
県全体0.4　　※全国平均0.3

周産期医療の医療体制構築に係る現状把握

低リスク分娩 地域周産期母子医療センター 総合周産期母子医療センター

産科・産婦人科・婦人科医師数　【医師・歯科医師・薬剤師調査】

助産師数　【医療施設調査】

分娩を取り扱う医師数　【医療施設調査】

日本周産期・新生児医学会専門医数　【日本周産期・新生児医学会HP】

療養・療育支援

乳幼児、小児の在宅医療・療育を行う医療機関数　【県調査】

分娩を取扱う医療機関の種別　【医療施設調査】

ＮＩＣＵを有する病院数・病床数　【医療施設調査】

ＮＩＣＵ専任医師数　【周産期医療体制調】

県全体72
　中部42、東部3、北部9、西部6、南部12

＜15-49歳女性10万人当たり＞
県全体42.7
　中部57.7、東部11.4、北部35.5、西部42.0、南部40.0　　※全国平均42.6
＜出産1,000人当たり＞
県全体10
　中部13.7、東部2.6、北部8.2、西部8.9、南部10.1　　※全国平均11.2

【新生児専門医】
県全体3
【母体・胎児専門医】
県全体1

【一般診療所の分娩取扱施設に勤務する産科医及び産婦人科医】※常勤換算
県全体27.5
　中部10.5、東部3.0、北部1.0、西部6.0、南部7.0
【病院の分娩取扱施設に勤務する産科医及び産婦人科医】※常勤換算
県全体38.3
　中部30.0、東部0、北部5.3、西部0、南部3.0

＜15-49歳女性10万人当たり＞
【一般診療所の分娩取扱施設に勤務する産科医及び産婦人科医】
県全体16.3
　中部14.4、東部11.4、北部3.9、西部42.0、南部23.3　　※全国平均9.2
【病院の分娩取扱施設に勤務する産科医及び産婦人科医】
県全体22.7
　中部41.2、東部0、北部20.9、西部0、南部10.0　　※全国平均24.9

【病院】
県全体7　　中部4、東部0、北部2、西部0、南部1
【診療所】
県全体19　　中部7、東部2、北部1、西部4、南部5
【助産所】
県全体2
【院内助産所】
県全体1　　中部1、東部0、北部0、西部0、南部0

＜15～49歳女性10万人当たり＞
【病院】
県全体4.1　　中部5.5、東部0、北部7.9、西部0、南部3.3　　※全国平均4.8
【診療所】
県全体11.3　　中部9.6、東部7.6、北部3.9、西部28.0、南部16.7　　※全国平均6.0
【助産所】
県全体1.2　　※全国平均1.5
【院内助産所】
県全体0.6　　中部1.4、東部0、北部0、西部0、南部0

【常勤医師数】
県全体10
　中部10、東部0、北部0、西部0、南部0
【非常勤医師数（常勤換算）】
県全体10

ストラク
チャー



低リスク分娩 地域周産期母子医療センター 総合周産期母子医療センター 療養・療育支援

県全体26,214
＜人口10万人当たり＞
県全体3,093.4
※全国平均1,704.2

災害時小児周産期リエゾン認定者数　【県調査】

＜人口10万人当たり＞
【病院数】
県全体0.2　　中部0.6、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.2
【病床数】
県全体3.1　　中部7.4、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均3.1
＜出産1000人当たり＞
【病院数】
県全体0.3　　中部0.7、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.3
【病床数】
県全体3.6　　中部8.5、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均4.1

【病院数】
県全体1　　中部1、東部0、北部0、西部0、南部0
【病床数】
県全体6　　中部6、東部0、北部0、西部0、南部0

業務継続計画策定医療機関数・策定割合　【周産期医療体制調】

＜人口10万人当たり＞
県全体352.5
※全国平均843.6

＜人口10万人当たり＞
県全体0.6　　※全国平均2.3

県全体2　　※全国平均2.3

＜15-49歳女性10万人当たり＞
県全体9.2
　中部8.4、東部3.8、北部4.1、西部14.6、南部17.4　　※全国平均3.2
佐賀市2.1、唐津市0.8、鳥栖市1.4、伊万里市1.8、武雄市4、嬉野市3.7、吉
野ヶ里町6.2、有田町4.8、江北町10.3、白石町4.1、その他市町0

ＧＣＵを有する病院数・病床数　【医療施設調査】

県全体15
　中部6、東部1、北部1、西部2、南部5
佐賀市5、唐津市1、鳥栖市1、伊万里市1、武雄市2、嬉野市1、吉野ヶ
里町1、有田町1、江北町1、白石町1、その他市町0 ＜ＳＣＲ＞

【ハイリスク分娩に対する医療体制】
県全体107.2
　中部217.5、東部0、北部0、西部0、南部76.1

●

ＮＩＣＵ入室児数　【医療施設調査】

県全体595
　中部595、東部0、北部0、西部0、南部0

県全体1
　中部1、東部0、北部0、西部0、南部0

産後訪問指導実施数　【地域保健・健康増進事業報告】

ＭＦＩＣＵを有する病院数・病床数　【医療施設調査】

ハイリスク分娩管理加算届出医療機関数　【診療報酬施設基準】

＜人口10万人当たり＞
【病院数】
県全体0.1　　中部0.3、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.1
【病床数】
県全体0.7　　中部1.7、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.6
＜出産1000人当たり＞
【病院数】
県全体0.1　　中部0.3、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.1
【病床数】
県全体0.8　　中部2.0、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均0.7

【病院数】
県全体2　　中部2、東部0、北部0、西部0、南部0
【病床数】
県全体26　　中部26、東部0、北部0、西部0、南部0

ストラク
チャー

プロセス

【病院】
県全体172　　中部106、東部0、北部50、西部0、南部16
【診療所】
県全体524　　中部237、東部41、北部39、西部82、南部125

＜15-49歳女性10万人当たり＞
【病院】
県全体101.9　　中部145.7、東部0、北部197.3、西部0、南部53.3　　※全国平均178.5
【診療所】
県全体310.4　　中部325.7、東部155.4、北部153.9、西部573.5、南部416.4　　※全国平均167.2

県全体528
　中部528、東部0、北部0、西部0、南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体62.0
　中部149.8、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均55.4
＜出生1,000人当たり＞
県全体73.8
　中部172.2、東部0、北部0、西部0、南部0　　※全国平均72.9

分娩数　【医療施設調査】

周産期母子医療センターで取り扱う分娩数　【周産期医療体制調】

ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期入院児数　【周産期医療体制調】



低リスク分娩 地域周産期母子医療センター 総合周産期母子医療センター 療養・療育支援

県全体1
　中部1、東部0、北部0、西部0、
　南部0

＜人口10万人当たり＞
県全体0.6　　※全国平均2.3

＜人口10万人当たり＞
【医療機関に受入の照会を行った回数が4回以上の件数】
県全体0.6　　※全国平均2.1
【現場滞在時間が30分以上の件数】
県全体0.6　　※全国平均4.5

＜人口10万人当たり＞
【搬送数】
県全体238.7　　※全国平均172.4

＜ＳＣＲ＞
【妊産婦の救急医療体制】
県全体164.9
　中部292.6、東部0、北部224.3、西部0、南部28.4

【搬送数】
県全体403

【都道府県内搬送率】
県全体1.0　　※全国平均1.0

県全体3.4　　※全国平均3.7

ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期入院児数（再掲）　【周産期医療体制調】

【医療機関に受入の照会を行った回数が4回以上の件数】
県全体1
【現場滞在時間が30分以上の件数】
県全体1

県全体0.3　　※全国平均0.9

プロセス

アウトカ
ム

新生児死亡率　【人口動態調査】

周産期死亡率　【人口動態調査】

妊産婦死亡数・死亡原因　【人口動態調査】

●

●

●

●

－

母体・新生児搬送数のうち受入困難事例の件数　【消防庁調査】

●

母体・新生児搬送数・都道府県内搬送率　【消防庁調査】

＜人口10万対＞
県全体0　　※全国平均0.1



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

【回線数】　県全体１回線
【相談件数】　県全体3,211件

【診療所】
県全体40
　中部19、東部7、北部4、西部4、南
部6
【病院】
県全体27
　中部10、東部2、北部3、西部2、南
部10

＜小児10万人当たり＞
【診療所】
県全体33.1　　※全国平均33.1
　中部38.2、東部36.9、北部21.0、西
部35.5、南部27.8
【病院】
県全体22.4　　※全国平均16.1
　中部20.1、東部10.5、北部15.7、西
部17.8、南部46.3

県全体2
　中部0、東部1、北部0、西部1
　南部0

県全体4
　中部2、東部0、北部1、西部0、
　南部1

県全体1
　中部1、東部0、北部
0、西部0、南部0

県全体3
鳥栖市1、武雄市1、嬉野市1、そ
の他市町0

＜人口10万人当たり＞
県全体2.5
鳥栖市8.3、武雄市13.7、嬉野市
27.2、その他市町0.0
※全国平均2.0

県全体285
＜小児10万人当たり＞
県全体236.2　　※全国平均255.8

県全体0

【医療機関数】
県全体*
　中部3、東部0、北部*、西部0、
南部*
【算定回数】
県全体*
　中部89、東部0、北部23、西部
0、南部*
【レセプト件数】
県全体*
　中部89、東部0、北部23、西部
0、南部*

＜人口10万人当たり＞
県全体93.9
　中部180.0、東部0.0、北部
122.7、西部0.0、南部*

【特別児童扶養手当数】　県全体1,850　　※全国平均4,782.8
【障害児福祉手当交付数】　県全体466　　※全国平均1,395.6
【身体障害者手帳交付数（18歳未満）】　県全体663　　※全国平均2,212.1

夜間・休日の小児科診療を実施している医療機関数　【NDB】

救急入院患者数　【NDB】

緊急気管挿管を要した患者数　【NDB】

小児救急搬送症例のうち受入困難事例の件数　【消防庁調査】

特別児童扶養手当数、児童育成手当（障害手当）数、障害児福祉手当交付数、身体障害者手帳交付数（18歳未満）　【福祉行政報告例】

【医療機関に受入の照会を行った回数が4回以上の件数】　県全体72
【現場滞在時間が30分以上の件数】　県全体35

【医療機関数】
県全体*　　中部4、東部*、北部*、西部*、南部3
【算定回数】
県全体1,172　　中部187、東部800、北部50、西部14、南部121
【レセプト件数】
県全体*　　中部60、東部189、北部14、西部*、南部38

＜人口10万人当たり＞
県全体35.5　　中部17.1、東部151.4、北部10.5、西部*、南部23.8
※全国平均52.4

【医療機関数】
県全体*　　中部3、東部0、北部*、西部0、南部*
【算定回数】
県全体*　　中部43、東部0、北部*、西部0、南部*
【レセプト件数】
県全体*　　中部43、東部0、北部*、西部0、南部*

＜人口10万人当たり＞
県全体*　　中部87.0、東部0.0、北部*、西部0.0、南部*
※全国平均73.8（42/47都道府県）

＜人口10万人当たり＞
【医療機関に受入の照会を行った回数が4回以上の件数】　県全体60.3　　※全国平均52.0
【現場滞在時間が30分以上の件数】　県全体29.3　　※全国平均73.0

小児救急電話相談の回線数・相談件数　【県調査】

小児のかかりつけ医受診率　【NDB】

小児科医師数（医療機関種別）　【医師・歯科医師・薬剤師調査】

＜小児人口千対＞
県全体1.0　※全国平均1.0

小児地域医療センター

小児地域医療センター数　【日本小児科学会調査報告書】

小児中核病院

小児中核病院数
【日本小児科学会調査報告書】

ＰＩＣＵを有する病院数・ＰＩＣＵ病床数
【医療施設調査】

小児医療の医療体制構築に係る現状把握

地域・相談支援等 一般小児医療 小児地域支援病院

ストラク
チャー

小児科を標榜する病院・診療所数　【医療施設調査】 小児地域支援病院数　【日本小児科学会調査報告書】

小児に対応している訪問看護ステーション数
【介護サービス施設・事業所調査】

小児歯科を標榜する歯科診療所数　【医療施設調査】

●

プロセス

●

小児在宅人工呼吸器患者数　【NDB】



小児地域医療センター 小児中核病院地域・相談支援等 一般小児医療 小児地域支援病院

（0歳～15歳未満）
【医療機関数】
県全体244
　中部117、東部30、北部29、西
部21、南部47
【算定回数】
県全体12,174
　中部4,502、東部3,277、北部
1,963、西部250、南部2,182
【レセプト件数】
県全体10,328
　中部4,238、東部2,133、北部
1,742、西部247、南部1,968
（6歳未満）
【医療機関数】
県全体165
　中部74、東部24、北部20、西部
17、南部30
【算定回数】
県全体10,180
　中部3,663、東部3,040、北部
1,677、西部187、南部1,613
【レセプト件数】
県全体8,440
　中部3,432、東部1,911、北部
1,474、西部185、南部1,438

＜小児人口10万人当たり＞
（0歳～15歳未満）
県全体8,655.3
　中部8,572.4、東部11,277.4、北
部9,293.1、西部2,219.8、南部
9,326.1
※全国平均15,189.8

アウトカ
ム

小児人口あたり時間外外来受診回数　【NDB】

●

●

●

幼児、小児死亡数・死亡原因・発生場所・死亡場所　【人口動態調査】

乳児死亡率　【人口動態調査】

県全体1.0　　※全国平均1.9

【0～4歳】
県全体13　　佐賀市3、唐津市1、小城市3、嬉野市2、吉野ヶ里町1、玄海町1、大町町1、白石町1、その他市町0
（死亡原因）新生物1、神経系の疾患1、呼吸器系の疾患1、周産期に発生した病態2、先天奇形及び染色体異常4、症状・徴候・異常臨床所見2、傷病及び死亡の外因2
（死亡場所）病院11、自宅2
【5～9歳】
県全体4　　唐津市1、鳥栖市3、その他市町0
（死亡原因）新生物2、先天奇形及び染色体異常1、傷病及び死亡の外因1
（死亡場所）病院1、自宅2、その他1
【10～14歳】
県全体3　　唐津市1、みやき町1、白石町1、その他市町0
（死亡原因）新生物1、血液及び造血器の疾患1、循環器系の疾患1
（死亡場所）病院3

（発生場所）※全国
0歳　家庭71、学校、施設及び公共の地域3、商業及びサービス施設1、その他の明示された場所1、詳細不明の場所2
1～4歳　家庭45、居住施設2、学校、施設及び公共の地域3、商業及びサービス施設3、農場1、その他の明示された場所12、詳細不明の場所6
5～14歳　家庭42、学校、施設及び公共の地域3、スポーツ施設及び競技施設5、街路及びハイウェイ1、商業及びサービス施設3、工業用地域及び建築現場1、その他の明示された場所
39、詳細不明の場所5



※左側は実数 ※右側は率、人口10万人当たりの数値、又は関係する指標のＳＣＲ（レセプト数を全国の性・年齢人口構成で補正、標準化したもの。全国平均であれば100となる。）の値、等 ※●は重点指標

【診療所】
県全体19（佐賀市8、唐津市3、鳥栖市
2、武雄市2、鹿島市2、玄海町1、白石町
1）
【病院】
県全体37（佐賀市8、唐津市4、鳥栖市
4、多久市2、伊万里市6、武雄市2、鹿島
市2、小城市3、嬉野市3、吉野ヶ里町1、
基山町1、有田町1）

＜人口10万人当たり＞
【診療所】
県全体2.2（佐賀市3.4、唐津市2.3、鳥栖
市2.8、武雄市3.9、鹿島市6.4、玄海町
16.0、白石町4.0）
【病院】
県全体4.3（佐賀市3.4、唐津市3.1、鳥栖
市5.6、多久市9.6、伊万里市10.5、武雄
市3.9、鹿島市6.4、小城市6.5、嬉野市
10.7、吉野ヶ里町6.1、基山町5.7、有田町
4.7）

県全体265
　中部94、東部46、北部43、西部28、南
部54
佐賀市65、唐津市41、鳥栖市35、多久
市7、伊万里市20、武雄市23、鹿島市
4、小城市13、嬉野市10、神埼市6、吉
野ヶ里町3、基山町3、上峰町*、みやき
町7、玄海町*、有田町8、大町町4、江
北町3、白石町9、太良町*

＜人口10万人当たり＞
県全体31.3
　中部26.8、東部36.8、北部32.2、西部
36.0、南部33.8
※全国平均24.1
佐賀市27.6、唐津市32.1、鳥栖市48.6、
多久市34.1、伊万里市35.1、武雄市
45.7、鹿島市13.0、小城市28.3、嬉野市
36.1、神埼市18.4、吉野ヶ里町18.5、基
山町17.1、上峰町*、みやき町27.2、玄
海町*、有田町38.4、大町町56.9、江北
町30.8、白石町36.4、太良町*

県全体350
　中部141、東部56、北部54、西部31、
南部68
佐賀市92、唐津市52、鳥栖市39、多久
市10、伊万里市21、武雄市24、鹿島市
9、小城市18、嬉野市12、神埼市12、吉
野ヶ里町9、基山町5、上峰町4、みやき
町8、玄海町*、有田町10、大町町*、江
北町4、白石町14、太良町3

＜人口10万人当たり＞
県全体41.3
　中部40.2、東部44.9、北部40.4、西部
39.9、南部42.5
※全国平均34.8
佐賀市39.0、唐津市40.8、鳥栖市54.1、
多久市48.7、伊万里市36.9、武雄市
47.7、鹿島市29.2、小城市39.1、嬉野市
43.3、神埼市36.8、吉野ヶ里町55.4、基
山町28.5、上峰町41.9、もいやき町
31.1、玄海町*、有田町48.0、大町町*、
江北町41.1、白石町56.6、太良町31.4

県全体85
　中部26、東部20、北部20、西部
7、南部12
佐賀市20、唐津市18、鳥栖市16、
多久市*、伊万里市4、武雄市6、鹿
島市*、小城市3、嬉野市*、神埼市
*、吉野ヶ里町0、基山町*、上峰町
0、みやき町3、玄海町*、有田町3、
大町町0、江北町0、白石町3、太良
町0

＜人口10万人当たり＞
県全体10.0
　中部7.4、東部16.0、北部15.0、西
部9.0、南部7.5
※全国平均9.3
佐賀市8.5、唐津市14.1、鳥栖市
22.2、多久市*、伊万里市7.0、武雄
市11.9、鹿島市*、小城市6.5、嬉野
市*、神埼市*、吉野ヶ里町0.0、基
山町*、上峰町0.0、みやき町11.7、
玄海町*、有田町14.4、大町町0.0、
江北町0.0、白石町12.1、太良町0.0

県全体44
　中部15、東部6、北部5、西部8、南部10
佐賀市10、唐津市5、鳥栖市4、多久市
*、伊万里市7、武雄市4、鹿島市3、小城
市*、嬉野市*、神埼市*、吉野ヶ里町0、
基山町*、上峰町0、みやき町*、玄海町
0、有田町*、大町町0、江北町0、白石町
0、太良町*

＜人口10万人当たり＞
県全体5.2
　中部4.3、東部4.8、北部3.7、西部10.3、
南部6.3
※全国平均3.2（44/47都道府県）
佐賀市4.2、唐津市3.9、鳥栖市5.6、多久
市*、伊万里市12.3、武雄市7.9、鹿島市
9.7、小城市*、嬉野市*、神埼市*、吉
野ヶ里町0.0、基山町*、上峰町0.0、みや
き町*、玄海町0.0、有田町*、大町町0.0、
江北町0.0、白石町0.0、太良町*

県全体63
　中部26、東部10、北部10、西部7、南部
10
佐賀市18、唐津市10、鳥栖市6、多久市
*、伊万里市6、武雄市*、鹿島市4、小城
市3、嬉野市*、神埼市*、吉野ヶ里町*、
基山町*、上峰町0、みやき町*、玄海町
0、有田町*、大町町0、江北町*、白石町
*、太良町*

＜人口10万人当たり＞
県全体7.4
　中部7.4、東部8.0、北部7.5、西部9.0、
南部6.3
※全国平均4.6
佐賀市7.6、唐津市7.8、鳥栖市8.3、多久
市*、伊万里市10.5、武雄市*、鹿島市
13.0、小城市6.5、嬉野市*、神埼市*、吉
野ヶ里町*、基山町*、上峰町0.0、みやき
町*、玄海町0.0、有田町*、大町町0.0、
江北町*、白石町*、太良町*

【NDB】
県全体81
　中部30、東部15、北部18、西部4、南
部14
佐賀市23、唐津市17、鳥栖市11、多久
市*、伊万里市3、武雄市7、鹿島市*、
小城市4、嬉野市*、神埼市*、吉野ヶ里
町*、基山町*、上峰町0、みやき町3、玄
海町*、有田町*、大町町*、江北町*、
白石町*、太良町0

【介護サービス施設・事業所調査】
県全体48
　中部20、東部9、北部6、西部6、南部7
佐賀市13、唐津市6、鳥栖市9、多久市
2、伊万里市4、武雄市2、鹿島市1、小
城市3、嬉野市1、神埼市1、吉野ヶ里町
1、基山町0、上峰町0、みやき町0、玄海
町0、有田町2、大町町0、江北町0、白
石町2、太良町1

【介護DB】
佐賀市15、唐津市9、鳥栖市10、多久市
4、伊万里市4、武雄市4、鹿島市2、小
城市5、嬉野市1、神埼市1、吉野ヶ里町
3、基山町1、有田町2、江北町2、白石
町2、太良町1

＜人口10万人当たり＞
【NDB】
県全体9.6
　中部8.5、東部12.0、北部13.5、西部
5.1、南部8.8
※全国平均5.9
佐賀市9.8、唐津市13.3、鳥栖市15.3、
多久市*、伊万里市5.3、武雄市13.9、鹿
島市*、小城市8.7、嬉野市*、神埼市*、
吉野ヶ里町*、基山町*、上峰町0.0、み
やき町11.7、玄海町*、有田町*、大町町
*、江北町*、白石町*、太良町0.0

【介護サービス施設・事業所調査】
県全体5.6
中部5.7、東部7.2、北部4.4、西部7.6、南
部4.3
※全国平均5.4
佐賀市5.5、唐津市4.6、鳥栖市12.7、多
久市9.4、伊万里市7.0、武雄市3.9、鹿
島市3.2、小城市6.5、嬉野市3.5、神埼
市3.0、吉野ヶ里町6.2、基山町0.0、上峰
町0.0、みやき町0.0、玄海町0.0、有田町
9.4、大町町0.0、江北町0.0、白石町7.9、
太良町10.2

県全体0

県全体39（佐賀市11、唐津市4、鳥
栖市9、多久市1、伊万里市3、武雄
市1、鹿島市1、小城市3、神埼市
1、吉野ヶ里町2、有田町2、太良町
1）

＜人口10万人当たり＞
県全体4.6（佐賀市4.7、唐津市3.1、
鳥栖市12.5、多久市4.9、伊万里市
5.3、武雄市2.0、鹿島市3.2、小城
市6.5、神埼市3.1、吉野ヶ里町
12.3、有田町9.6、太良町10.5）
※全国平均5.4

県全体*
　中部4、東部*、北部*、西部*、南部0

佐賀市4、唐津市*、鳥栖市*、伊万里市
*、みやき町*、その他市町0

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部1.1、東部*、北部*、西部*、南部
0.0
※全国平均1.7（31/47都道府県）

佐賀市1.7、唐津市*、鳥栖市*、伊万里
市*、みやき町*、その他市町0.0

県全体3
　中部0、東部1、北部0、西部0、南部2
【0～4歳】県全体0
【5～9歳】県全体3
　中部0、東部1、北部0、西部0、南部2
【10～14歳】県全体2
　中部0、東部0、北部0、西部0、南部2

鳥栖市1、武雄市1、嬉野市1、その他市
町0

＜人口10万人当たり＞
県全体2.5
　中部0.0、東部5.3、北部0.0、西部0.0、
南部9.1
※全国平均2.0
鳥栖市8.3、武雄市13.7、嬉野市27.2、そ
の他市町0.0

【ステーション数】
県全体43（佐賀市11、唐津市4、鳥栖市
11、多久市2、伊万里市3、武雄市2、鹿
島市1、小城市3、神埼市1、吉野ヶ里町
2、有田町2、太良町1、その他市町0）
【従業者数】
県全体246.6（佐賀市66.1、唐津市23.7、
鳥栖市52.5、多久市10.9、伊万里市
17.8、武雄市18.0、鹿島市9.0、小城市
19.1、神埼市7.0、吉野ヶ里町11.4、有田
町6.4、太良町4.7）

＜人口10万人当たり＞
【ステーション数】
県全体5.1（佐賀市4.7、唐津市3.1、鳥栖
市15.3、多久市9.7、伊万里市5.3、武雄
市4、鹿島市3.2、小城市6.5、神埼市
3.1、吉野ヶ里町12.3、有田町9.6、太良
町10.5）
【従業者数】
県全体29.1（佐賀市28.0、唐津市18.6、
鳥栖市72.9、多久市53.1、伊万里市
31.3、武雄市35.7、鹿島市29.2、小城市
41.5、神埼市21.5、吉野ヶ里町70.2、有
田町30.7、太良町49.2）
※全国平均33.1

在宅医療の体制構築に係る現状把握

退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り

往診を実施している診療所・病院数　【NDB】
在宅看取り（ターミナルケア）を実施している診療所・病院数

【NDB】

●

退院支援を実施している診療所・病院数　【NDB】

退院支援担当者を配置している診療所・病院数　【医療施設調査】 訪問診療を実施している診療所・病院数　【NDB】

在宅療養支援診療所・病院数、医師数　【診療報酬施設基準】

● ● ●

ストラク
チャー

●

訪問看護事業所数、従事者数　【NDB・介護DB】 在宅療養後方支援病院　【診療報酬施設基準】
ターミナルケアを実施している訪問看護ステーション数

【介護サービス施設・事業所調査】

小児の訪問看護を実施している訪問看護事業所数
【介護サービス施設・事業所調査】

●

24時間体制を取っている訪問看護ステーション数、従事者数
【介護サービス施設・事業所調査】

【在宅療養支援診療所(1)届出施設】
　県全体4（佐賀市1、鳥栖市2、小城市1）
【在宅療養支援診療所(2)届出施設】
　県全体24（佐賀市6、唐津市9、鳥栖市5、多久市1、武雄市1、神埼市1、みやき町1）
【在宅療養支援診療所(3)届出施設】
　県全体122（佐賀市35、唐津市16、鳥栖市20、多久市2、伊万里市6、武雄市13、鹿島市2、小城市4、嬉野市6、神埼市1、吉
野ヶ里町1、基山町4、みやき町4、玄海町2、有田町1、大町町1、江北町1、白石町3）
【在宅療養支援病院(1)届出施設】
　県全体1（鹿島市1）
【在宅療養支援病院(2)届出施設】
　県全体2（鳥栖市1、武雄市1）
【在宅療養支援病院(3)届出施設】
　県全体8（佐賀市4、鳥栖市2、多久市1、鹿島市1）

＜人口10万人当たり＞
【在宅療養支援診療所(1)届出施設】
　県全体0.5（佐賀市0.4、鳥栖市2.8、小城市2.2）　※全国平均0.1
【在宅療養支援診療所(2)届出施設】
　県全体2.8（佐賀市2.5、唐津市7.1、鳥栖市6.9、多久市5.0、武雄市2.0、神埼市3.1、みやき町3.9）　※全国平均1.7
【在宅療養支援診療所(3)届出施設】
　県全体14.5（佐賀市14.9、唐津市12.7、鳥栖市27.7、多久市9.9、伊万里市10.6、武雄市26.0、鹿島市6.6、小城市8.7、
嬉野市22.0、神埼市3.1、吉野ヶ里町6.2、基山町22.9、みやき町15.7、玄海町33.1、有田町4.8、大町町14.4、江北町
10.3、白石町12.3）　※全国平均9.7
【在宅療養支援病院(1)届出施設】
　県全体0.1（鹿島市3.3）　　※全国平均0.2
【在宅療養支援病院(2)届出施設】
　県全体0.2（鳥栖市1.4、武雄市2.0）　　※全国平均0.2
【在宅療養支援病院(3)届出施設】
　県全体0.9（佐賀市1.7、鳥栖市2.8、多久市5.0、鹿島市3.3）　　※全国平均0.6

介護支援連携指導を実施している診療所・病院数　【NDB】

退院時共同指導を実施している診療所・病院数　【NDB】



退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り

【居宅又は施設のいずれか】
県全体131
佐賀市32、多久市3、小城市10、神埼市
4、吉野ヶ里町2、鳥栖市8、基山町2、上
峰町1、みやき町1、唐津市26、玄海町
2、伊万里市12、有田町3、武雄市10、
鹿島市4、嬉野市4、大町町1、江北町
1、白石町4、太良町1
【居宅】
県全体77
佐賀市19、唐津市16、鳥栖市7、多久市
3、伊万里市3、武雄市5、鹿島市2、小
城市6、嬉野市2、神埼市4、吉野ヶ里町
1、基山町1、上峰町1、みやき町-、玄海
町2、有田町-、大町町1、江北町-、白
石町3、太良町1
【施設】
県全体102
佐賀市24、多久市2、小城市10、神埼市
3、吉野ヶ里町2、鳥栖市4、基山町1、上
峰町-、みやき町1、唐津市19、玄海町
1、伊万里市12、有田町3、武雄市8、鹿
島市3、嬉野市4、大町町1、江北町1、
白石町2、太良町1

＜人口10万人当たり＞
【居宅】
佐賀市8.0、唐津市12.4、鳥栖市9.8、多
久市14.4、伊万里市5.2、武雄市9.9、鹿
島市6.4、小城市13.0、嬉野市7.1、神埼
市12.1、吉野ヶ里町6.1、基山町5.7、上
峰町10.4、みやき町-、玄海町31.9、有
田町-、大町町14.0、江北町-、白石町
11.9、太良町10.3
※全国平均7.4

【診療所、病院】
県全体*
　中部0、東部0、北部0、西部0、南部*
鹿島市*、その他市町0
【薬局】
県全体39
　中部18、東部8、北部6、西部3、南部4
佐賀市12、唐津市5、鳥栖市6、多久市
0、伊万里市*、武雄市0、鹿島市*、小
城市4、嬉野市0、神埼市*、吉野ヶ里町
*、基山町*、上峰町0、みやき町*、玄海
町*、有田町*、大町町0、江北町*、白
石町*、太良町0
【事業所】※介護DB
佐賀市56、唐津市21、鳥栖市11、多久
市3、伊万里市10、小城市9、嬉野市2、
神埼市4、吉野ヶ里町1、基山町2、みや
き町3、玄海町1、白石町3

＜人口10万人当たり＞
【診療所、病院】
県全体*
　中部0、東部0、北部0、西部0、南部*
鹿島市＊、その他市町0.0
【薬局】
県全体4.6
　中部5.1、東部6.4、北部4.5、西部3.9、
南部2.5
※全国平均4.5
佐賀市5.1、唐津市3.9、鳥栖市8.3、多
久市0.0、伊万里市*、武雄市0.0、鹿島
市*、小城市8.7、嬉野市0.0、神埼市*、
吉野ヶ里町*、基山町*、上峰町0.0、み
やき町*、玄海町*、有田町*、大町町
0.0、江北町*、白石町*、太良町0.0

＜人口10万人当たり＞
県全体583.9
　中部334.9、東部490.2、北部474.3、西
部1,158.4、南部1,016.0
※全国平均1,043.7

佐賀市343.0、唐津市497.1、鳥栖市
798.3、多久市194.9、伊万里市1,291.0、
武雄市1,183.5、鹿島市2,377.6、小城市
584.7、嬉野市812.2、神埼市178.1、吉
野ヶ里町0.0、基山町*、上峰町0.0、みや
き町116.7、玄海町0.0、有田町796.4、大
町町0.0、江北町0.0、白石町0.0、太良町
743.5

＜人口10万人当たり＞
県全体6,846.3
　中部6,749.8、東部10,954.9、
　北部6,621.3、西部5,085.0、
　南部4,895.4
※全国平均5,400.4
佐賀市7,414.6、唐津市6,654.6、鳥栖市
16,784.2、多久市2,758.4、伊万里市
5,817.3、武雄市9,086.8、鹿島市
4,041.6、小城市8,086.4、嬉野市
2,544.9、神埼市3,767.4、吉野ヶ里町
4,331.2、基山町290.3、上峰町1,393.3、
みやき町5,460.5、玄海町5,929.3、有田
町3,084.8、大町町3,555.2、江北町
1,572.8、白石町3,572.3、太良町*

＜15歳未満＞
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部17、南部
23
佐賀市*、伊万里市204.4、武雄市*、小
城市*、白石町653.4、その他市町0

＜人口10万人当たり＞
県全体1,360.4
　中部1,428.7、東部2,192.1、北部
1,202.9、西部885.9、南部923.4
※全国平均1,373.2
佐賀市1,414.5、唐津市1,187.9、鳥栖市
3,029.2、多久市477.6、伊万里市811.5、
武雄市1,646.2、鹿島市700.6、小城市
2,141.2、嬉野市324.9、神埼市607.9、吉
野ヶ里町2,464.4、基山町426.9、上峰町
502.8、みやき町1,680.1、玄海町
1,514.9、有田町1,089.0、大町町398.2、
江北町328.9、白石町961.8、太良町
460.7

【特別往診】
県全体0

＜ＳＣＲ＞
【病院が患者に対し、退院支援・調整を
実施】
県全体70.7
　中部53.2、東部75.3、北部60.4、
　西部108.2、南部92.2

＜ＳＣＲ＞
【訪問診療】
（同一建物）県全体170.8
　中部187.8、東部326.8、北部152.6、
　西部82.5、南部110.4
（特定施設）県全体61.6
　中部41.5、東部229.4、北部57.3、
　西部49.4、南部16.5
（居宅）県全体88.5
　中部88.9、東部186.2、北部72.7、
　西部53.4、南部61.9

＜ＳＣＲ＞
【往診】
県全体87.7
　中部97.1、東部171.8、北部72.1、
　西部52.9、南部51.7
【緊急往診】
県全体108.2
　中部137.5、東部153.2、北部131.1、
　西部30.7、南部46.7

【算定回数】
県全体4,956
　中部1,177、東部613、北部635、西部
901、南部1,630
佐賀市809、唐津市635、鳥栖市576、多
久市40、伊万里市735、武雄市597、鹿
島市737、小城市270、嬉野市225、神埼
市58、吉野ヶ里町0、基山町*、上峰町0、
みやき町30、玄海町0、有田町166、大町
町0、江北町0、白石町0、太良町71

【レセプト件数】
県全体4,948
　中部1,176、東部612、北部634、西部
901、南部1,625
佐賀市809、唐津市634、鳥栖市575、多
久市40、伊万里市735、武雄市596、鹿
島市733、小城市269、嬉野市225、神埼
市58、吉野ヶ里町0、基山町*、上峰町0、
みやき町30、玄海町0、有田町166、大町
町0、江北町0、白石町0、太良町71

＜特定地域＞
【算定回数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0
【レセプト件数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部0、南部0

●

【算定回数】
県全体128,187
　中部55,553、東部32,169、北部
18,865、西部5,635、南部15,965
佐賀市42,198、唐津市17,907、鳥栖市
28,206、多久市1,154、伊万里市4,676、
武雄市9,526、鹿島市2,551、小城市
8,157、嬉野市1,481、神埼市2,473、吉
野ヶ里町1,571、基山町99、上峰町326、
みやき町3,538、玄海町958、有田町
959、大町町299、江北町168、白石町
1,915、太良町25

【レセプト件数】
県全体58,017
　中部23,703、東部13,678、北部8,851、
　西部3,955、南部7,830
佐賀市17,487、唐津市8,487、鳥栖市
12,090、多久市566、伊万里市3,312、武
雄市4,576、鹿島市1,246、小城市
3,720、嬉野市705、神埼市1,227、吉
野ヶ里町703、基山町51、上峰町133、
みやき町1,404、玄海町364、有田町
643、大町町250、江北町153、白石町
884、太良町*

＜15歳未満＞
【算定回数】
県全体58
　中部18、東部0、北部0、西部17、南部
23
佐賀市16、伊万里市17、武雄市*、小城
市*、白石町20、その他市町0
【レセプト件数】
県全体*
　中部*、東部0、北部0、西部17、南部
23
佐賀市*、伊万里市17、武雄市*、小城
市*、白石町20、その他市町0

退院支援（退院調整）を受けた患者数　【NDB】 訪問診療を受けた患者数　【NDB】 往診を受けた患者数　【NDB】

●

＜人口10万人当たり＞
県全体42.1
　中部44.4、東部84.1、北部62.1、
西部*、南部8.1
※全国平均52.8
佐賀市46.6、唐津市61.2、鳥栖市
109.7、多久市*、伊万里市*、武雄
市*、鹿島市*、小城市82.6、嬉野
市0.0、神埼市*、吉野ヶ里町0.0、
基山町0.0、上峰町0.0、みやき町
101.1、玄海町*、有田町*、大町町
0.0、江北町0.0、白石町*、太良町
0.0

＜ＳＣＲ＞
【ターミナルケア提供】
県全体65.8
　中部71.3、東部154.2、北部88.2、
　西部16.4、南部10.8
【看取り（在宅患者）】
県全体70.8
　中部71.3、東部169.3、北部92.1、
　西部30.2、南部16.2

【算定回数】
県全体*
　中部158、東部105、北部83、西
部*、南部13
佐賀市112、唐津市78、鳥栖市79、
多久市*、伊万里市*、武雄市*、鹿
島市*、小城市38、嬉野市0、神埼
市*、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰
町0、みやき町26、玄海町*、有田
町*、大町町0、江北町0、白石町
*、太良町0

【レセプト件数】
県全体*
　中部156、東部105、北部83、西
部*、南部13
佐賀市110、唐津市78、鳥栖市79、
多久市*、伊万里市*、武雄市*、鹿
島市*、小城市38、嬉野市0、神埼
市*、吉野ヶ里町0、基山町0、上峰
町0、みやき町26、玄海町*、有田
町*、大町町0、江北町0、白石町
*、太良町0

【算定回数】
県全体19,227
　中部9,297、東部4,224、北部2,436、西
部897、南部2,373
佐賀市6,434、唐津市2,310、鳥栖市
3,340、多久市200、伊万里市592、武雄
市1,387、鹿島市356、小城市1,698、嬉
野市115、神埼市320、吉野ヶ里町645、
基山町97、上峰町56、みやき町731、玄
海町126、有田町305、大町町28、江北
町94、白石町347、太良町46

【レセプト件数】
県全体11,528
　中部5,017、東部2,737、北部1,608、
　西部689、南部1,477
佐賀市3,326、唐津市1,515、鳥栖市
2,182、多久市98、伊万里市462、武雄
市829、鹿島市216、小城市985、嬉野市
90、神埼市198、吉野ヶ里町400、基山
町75、上峰町48、みやき町432、玄海町
93、有田町227、大町町28、江北町32、
白石町238、太良町44

【特別往診】
県全体0

訪問薬剤指導を実施する薬局・診療所・病院数　【NDB・介護DB】

＜人口10万人当たり＞
県全体12.8（佐賀市14.9、唐津市9.5、鳥栖市9.7、多久市5.0、伊万里市19.5、武雄市
18.0、鹿島市9.8、小城市15.3、嬉野市18.3、神埼市12.4、吉野ヶ里町12.3、基山町5.7、
玄海町16.6、有田町33.8、大町町28.8、白石町4.1）
※全国平均5.8

歯科訪問診療を実施している診療所・病院数　【NDB】

在宅ターミナルケアを受けた患者数　【NDB】

ストラク
チャー

プロセス

県全体108（佐賀市35、唐津市12、鳥栖市7、多久市1、伊万里市11、武雄市9、鹿
島市3、小城市7、嬉野市5、神埼市4、吉野ヶ里町2、基山町1、玄海町1、有田町
7、大町町2、白石町1）

退院後訪問指導を実施している診療所・病院数　【NDB】

在宅療養支援歯科診療所数　【診療報酬施設基準】



退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り

【算定回数】
県全体2,708
　中部936、東部506、北部420、西部
378、南部468
佐賀市608、唐津市420、鳥栖市409、多
久市*、伊万里市295、武雄市13、鹿島
市370、小城市157、嬉野市17、神埼市
157、吉野ヶ里町*、基山町*、上峰町0、
みやき町93、玄海町0、有田町83、大町
町0、江北町*、白石町*、太良町58

【レセプト件数】
県全体2,464
　中部853、東部418、北部404、西部
359、南部430
佐賀市552、唐津市404、鳥栖市325、多
久市*、伊万里市279、武雄市13、鹿島
市335、小城市133、嬉野市16、神埼市
154、吉野ヶ里町*、基山町*、上峰町0、
みやき町89、玄海町0、有田町80、大町
町0、江北町*、白石町*、太良町58

＜人口10万人当たり＞
県全体290.8
　中部242.9、東部334.8、北部302.2、西
部461.6、南部268.8
※全国平均298.8

佐賀市234.1、唐津市316.8、鳥栖市
451.2、多久市*、伊万里市490.0、武雄市
25.8、鹿島市1,086.6、小城市289.1、嬉野
市57.8、神埼市472.8、吉野ヶ里町*、基
山町*、上峰町0.0、みやき町346.1、玄海
町0.0、有田町383.8、大町町0.0、江北町
*、白石町*、太良町607.3

＜ＳＣＲ＞
【入院機関とケアマネジャーとの連携】
※介護支援連携指導料
県全体107.3
　中部94.4、東部148.7、北部103.9、
　西部158.4、南部86.5

【算定回数】
県全体742
　中部253、東部145、北部195、西
部47、南部102
佐賀市181、唐津市168、鳥栖市
117、多久市*、伊万里市27、武雄
市25、鹿島市14、小城市42、嬉野
市*、神埼市18、吉野ヶ里町*、基
山町*、上峰町0、みやき町27、玄
海町27、有田町20、大町町*、江北
町*、白石町*、太良町22

【レセプト件数】
県全体741
　中部252、東部145、北部195、西
部47、南部102
佐賀市180、唐津市168、鳥栖市
117、多久市*、伊万里市27、武雄
市25、鹿島市14、小城市42、嬉野
市*、神埼市18、吉野ヶ里町*、基
山町*、上峰町0、みやき町27、玄
海町27、有田町20、大町町*、江北
町*、白石町*、太良町22

＜人口10万人当たり＞
県全体87.4
　中部71.8、東部116.1、北部
145.9、西部60.4、南部63.8
※全国平均106.1
佐賀市76.3、唐津市131.7、鳥栖市
162.4、多久市*、伊万里市47.4、武
雄市49.6、鹿島市45.4、小城市
91.3、嬉野市*、神埼市55.3、吉
野ヶ里町*、基山町*、上峰町0.0、
みやき町105.0、玄海町439.8、有
田町96.0、大町町*、江北町*、白
石町*、太良町230.4

＜人口10万人当たり＞
【在宅患者訪問看護・指導料算定件数
（精神以外）】
県全体103.4
　中部121.9、東部59.3、北部154.1、
　西部*、南部105.0
※全国平均127.0
佐賀市116.2、唐津市159.2、鳥栖市
81.9、多久市*、伊万里市*、武雄市
295.9、鹿島市*、小城市297.8、嬉野市
*、神埼市*、吉野ヶ里町0.0、基山町*、
上峰町0.0、みやき町46.7、玄海町*、有
田町*、大町町*、江北町*、白石町0.0、
太良町0.0
＜15歳未満＞
県全体0

【在宅患者訪問看護・指導料算定件数
（精神）】
県全体1,094.6
　中部1,052.5、東部600.7、
　北部1,557.5、西部1,316.6、
　南部1,077.9
※全国平均466.7
佐賀市1,144.0、唐津市1,632.5、鳥栖市
547.0、多久市0.0、伊万里市1,798.6、武
雄市1,946.0、鹿島市0.0、小城市0.0、嬉
野市2,252.5、神埼市0.0、吉野ヶ里町
6,148.7、基山町0.0、上峰町0.0、みやき
町1,384.6、玄海町0.0、有田町0.0、大町
町0.0、江北町0.0、白石町484.9、太良
町0.0
＜15歳未満＞
県全体*
　中部*、東部0.0、北部*、西部0.0、南
部0.0

＜ＳＣＲ＞
【訪問看護提供】※診療報酬
県全体262.5
　中部267.5、東部155.2、北部351.8、
　西部281.7、南部244.4

県全体820（佐賀市231、唐津市
149、鳥栖市123、多久市22、伊万
里市51、武雄市34、鹿島市20、小
城市39、嬉野市16、神埼市7、吉
野ヶ里町7、基山町12、上峰町2、
みやき町27、玄海町12、有田町
31、大町町8、江北町7、白石町
18、太良町4）

【百分率】
県全体8.5（佐賀市9.5、唐津市9.3、
鳥栖市20.3、多久市7.6、伊万里市
7.2、武雄市5.3、鹿島市5.4、小城
市8.4、嬉野市4.4、神埼市1.8、吉
野ヶ里町4.9、基山町8.4、上峰町
2.4、みやき町8.1、玄海町16.0、有
田町11.1、大町町6.6、江北町5.1、
白石町5.2、太良町2.7）

●

看取り数（死亡診断のみの場合を含む）　【NDB】介護支援連携指導を受けた患者数　【NDB】 訪問歯科診療を受けた患者数　【NDB】

退院時共同指導を受けた患者数　【NDB】 訪問看護利用者数　【NDB・介護DB】

【算定回数】
県全体*
　中部30、東部*、北部*、西部14、南部0
佐賀市30、唐津市*、鳥栖市*、多久市
0、伊万里市14、武雄市0、鹿島市0、小
城市0、嬉野市0、神埼市0、吉野ヶ里町
0、基山町0、上峰町0、みやき町*、玄海
町0、有田町0、大町町0、江北町0、白石
町0、太良町0

【レセプト件数】
県全体*
　中部29、東部*、北部*、西部14、南部0
佐賀市29、唐津市*、鳥栖市*、多久市
0、伊万里市14、武雄市0、鹿島市0、小
城市0、嬉野市0、神埼市0、吉野ヶ里町
0、基山町0、上峰町0、みやき町*、玄海
町0、有田町0、大町町0、江北町0、白石
町0、太良町0

＜人口10万人当たり＞
県全体*
　中部8.3、東部*、北部*、西部18.0、南
部0.0
※全国平均25.7（46/47都道府県）

佐賀市12.3、唐津市*、鳥栖市*、多久市
0.0、伊万里市24.6、武雄市0.0、鹿島市
0.0、小城市0.0、嬉野市0.0、神埼市0.0、
吉野ヶ里町0.0、基山町0.0、上峰町0.0、
みやき町*、玄海町0.0、有田町0.0、大町
町0.0、江北町0.0、白石町0.0、太良町0.0

●

【在宅患者訪問看護・指導料（精神以
外）】
【算定回数】
県全体*
　中部1,286、東部312、北部823、西部
*、南部686
佐賀市901、唐津市820、鳥栖市271、多
久市74、伊万里市*、武雄市644、鹿島
市*、小城市287、嬉野市*、神埼市24、
吉野ヶ里町0、基山町*、上峰町0、みや
き町35、玄海町*、有田町*、大町町29、
江北町*、白石町0、太良町0
【レセプト件数】
県全体*
　中部428、東部74、北部206、西部*、
南部168
佐賀市274、唐津市203、鳥栖市59、多
久市*、伊万里市*、武雄市149、鹿島市
*、小城市137、嬉野市*、神埼市*、吉
野ヶ里町0、基山町*、上峰町0、みやき
町12、玄海町*、有田町*、大町町*、江
北町*、白石町0、太良町0
＜15歳未満＞
県全体0

【在宅患者訪問看護・指導料算定件数
（精神）】
【算定回数】
県全体23,024
中部9,335、東部1,820、北部5,181、西
部3,533、南部3,155
佐賀市7,199、唐津市5,181、鳥栖市
858、多久市0、伊万里市3,533、武雄市
1,958、鹿島市0、小城市0、嬉野市
1,039、神埼市0、吉野ヶ里町2,136、基
山町0、上峰町0、みやき町962、玄海町
0、有田町0、大町町0、江北町0、白石
町158、太良町0
【レセプト件数】
県全体9,276
　中部3,696、東部750、北部2,082、
　西部1,024、南部1,724
佐賀市2,698、唐津市2,082、鳥栖市
394、多久市0、伊万里市1,024、武雄市
980、鹿島市0、小城市0、嬉野市624、
神埼市0、吉野ヶ里町998、基山町0、上
峰町0、みやき町356、玄海町0、有田町
0、大町町0、江北町0、白石町120、太
良町0
＜15歳未満＞
【算定回数】、【レセプト件数】
県全体*
　中部*、東部0、北部*、西部0、南部0

＜介護ＤＢ＞
佐賀市3,699、唐津市2,146、鳥栖市
3,021、多久市539、伊万里市2,328、武
雄市1,381、鹿島市866、小城市1,665、
嬉野市139、神埼市3、吉野ヶ里町704、
基山町212、有田町812、江北町149、白
石町478、太良町279

プロセス

在宅死亡者数　【人口動態調査】



退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り

＜ＮＤＢ＞（医療機関）
【算定回数】
県全体*
　中部0、東部0、北部0、西部0、南部*
鹿島市*、その他市町0
【レセプト件数】
県全体*
　中部0、東部0、北部0、西部0、南部*
鹿島市*、その他市町0

（薬局）
【算定回数】
県全体*
　中部328、東部105、北部105、西部
34、南部*
佐賀市174、唐津市81、鳥栖市99、多久
市0、伊万里市18、武雄市0、鹿島市*、
小城市102、嬉野市0、神埼市40、吉
野ヶ里町*、基山町*、上峰町0、みやき
町*、玄海町24、有田町*、大町町0、江
北町*、白石町*、太良町0
【レセプト件数】
県全体*
　中部161、東部58、北部59、西部25、
南部*
佐賀市93、唐津市47、鳥栖市54、多久
市0、伊万里市15、武雄市0、鹿島市*、
小城市44、嬉野市0、神埼市18、吉野ヶ
里町*、基山町*、上峰町0、みやき町*、
玄海町*、有田町*、大町町0、江北町
*、白石町*、太良町0

＜介護ＤＢ＞
佐賀市6,828、唐津市1,389、鳥栖市
1,889、多久市558、伊万里市155、小城
市1,701、嬉野市13、神埼市1,909、吉
野ヶ里町38、基山町7、みやき町156、
玄海町18、白石町118

＜人口10万人当たり＞
（医療機関）
県全体*
　中部0.0、東部0.0、北部0.0、西部0.0、
南部*
鹿島市*、その他市町0.0
※全国平均5.9（17/47都道府県）

（薬局）
県全体35.8
　中部45.8、東部46.5、北部44.1、西部
32.1、南部*
佐賀市39.4、唐津市36.9、鳥栖市75.0、
多久市0.0、伊万里市26.3、武雄市0.0、
鹿島市*、小城市95.6、嬉野市0.0、神埼
市55.3、吉野ヶ里町*、基山町*、上峰町
0.0、みやき町*、玄海町*、有田町*、大
町町0.0、江北町*、白石町*、太良町0.0
※全国平均60.6

＜ＳＣＲ＞
【訪問薬剤指導の実施】
県全体12.5
　中部-、東部-、北部-、西部-、
　南部61.3

【0～14歳】
鳥栖市7.6、武雄市15.3、嬉野市15.3、そ
の他市町0.0
【0～4歳】0.0
【5～9歳】
鳥栖市7.6、武雄市7.7、嬉野市7.7、その
他市町0.0
【10～14歳】
武雄市7.7、嬉野市7.7、その他市町0.0

＜人口10万人当たり＞
【0～14歳】
鳥栖市62.5、武雄市210.3、嬉野市
417.7、その他市町0.0
【0～4歳】0.0
【5～9歳】
鳥栖市183.1、武雄市323.2、嬉野市
664.2、その他市町0.0
【10～14歳】
武雄市292.3、嬉野市541.0、その他市
町0.0

退院後訪問指導料を受けた患者数　【NDB】 訪問薬剤管理指導を受けた者の数　【NDB・介護DB】

プロセス

アウトカ
ム

小児の訪問看護利用者数　【介護サービス施設・事業所調査】


