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増減率 増減率

平成28年 平成27年 （％） 平成28年 平成27年 （％）

1,488   1,487   0.1     178,911 178,212 0.4     

68      68      -       8,442   8,480   △0.4   

精神科病院（再掲） 13      13      -       1,062   1,064   △0.2   

一般病院（再掲） 55      55      -       7,380   7,416   △0.5   

一 般 診 療 所 934     936     △0.2   101,529 100,995 0.5     

　 有　 床（再掲） 62      63      △1.6   7,629   7,961   △4.2   

歯 科 診 療 所 486     483     0.6     68,940  68,737  0.3     

増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

6.1     6.1     -       6.7     6.7     -       

（全国順位） (32) (32)

精神科病院（再掲） 1.2     1.2     -       0.8     0.8     -       

（全国順位） (14) (14)

一般病院（再掲） 4.9     4.9     -       5.8     5.8     -       

（全国順位） (35) (35)

一 般 診 療 所 83.9    83.3    0.6     80.0    79.5    0.5     

（全国順位） (20) (19)

　 有床（再掲） 5.6     5.6     -       6.0     6.3     △0.3   

（全国順位） (30) (31)

歯 科 診 療 所 43.7    43.0    0.7     54.3    54.1    0.2     

（全国順位） (40) (40)

病　　院

※　病院には、結核療養所を含む。

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

病　　院

※　病院には、結核療養所を含む。

表Ⅰ－１－２　　人口10万対医療施設数 　　（各年10月１日現在）

山形県 全　国

施設数 施設数

山形県 全　国

施設数 施設数

総　　数

平成28年医療施設(動態)調査・病院報告の概況（山形県分）

Ⅰ　医療施設調査

　 １　医療施設数　（統計表１　Ｐ.８）

表Ⅰ－１－１　　医療施設数 　　（各年10月１日現在）

この調査は、全国の医療施設（医療法（昭和23年法律第205号）に定める病院･診療所）の分

布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資

料を得ることを目的とする。

本県の医療施設は、1,488施設で、前年に比べ１施設増加している。

病院は68施設で前年同数、一般診療所は934施設で２施設減少、歯科診療所は486施設で３施

設増加となっている。

施設数を施設の種類別にみると、精神科病院は13施設、一般病院は55施設で、精神科病院・

一般病院ともに前年同数となっている。

一般診療所のうち有床の診療所は62施設で、前年に比べ１施設減少となっている。
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増減率 増減率

平成28年 平成27年 （％） 平成28年 平成27年 （％）

総　　　　数 15,390 15,507 △0.8 1,664,525 1,673,669 △0.5 

病　　　　院 14,698 14,795 △0.7 1,561,005 1,565,968 △0.3 

精神病床（再掲） 3,580 3,650 △1.9 334,258 336,282 △0.6 

療養病床（再掲） 2,083 2,083 - 328,161 328,406 △0.1 

一般病床（再掲） 8,987 9,014 △0.3 891,398 893,970 △0.3 

一 般 診 療 所 692 712 △2.8 103,451 107,626 △3.9 

歯 科 診 療 所 -       -       -       69      75      △8.0   

増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

病　　　　院 1,320.6 1,316.4 4.2 1,229.8 1,232.1 △2.3 

（全国順位） (27) (28)

精  神  病  床 321.7 324.8 △3.1 263.3 264.6 △1.3 

（全国順位） (22) (22)

療  養  病  床 187.2 185.3 1.9 258.5 258.4 0.1 

（全国順位） (40) (41)

一　般　病　床　 807.5 802.0 5.5 702.3 703.4 △1.1 

（全国順位） (22) (22)

一般診療所 62.2 63.4 △1.2 81.5 84.7 △3.2 

（全国順位） (32) (34)

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

※　病院には、感染症病床及び結核病床を含む。

※　病院には、感染症病床及び結核病床を含む。

表Ⅰ－２－２　　人口10万対病床数 　　（各年10月１日現在）

山形県 全　国

病床数 病床数

表Ⅰ－２－１　　病床の種類別にみた病床数 　　（各年10月１日現在）

山形県 全　国

病床数 病床数

 　２　病床数　（統計表２　Ｐ.９）

医療施設の病床数をみると、全病床数は、15,390床で、前年に比べ117床減少している。

病院は14,698床で、前年に比べ97床、一般診療所は692床で、前年に比べ20床減少している。

病院の病床を病床の種類別にみると、精神病床は3,580床で前年に比べ70床減少しており、療

養病床は2,083床で前年同数、一般病床は8,987床で27床減少している。
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増減率 増減率

平成28年 平成27年 （％） 平成28年 平成27年 （％）

総　　　　数 30 31 △3.2   4,806 4,894 △1.8   

病　  　　　院 23 23 -       3,827 3,844 △0.4   

一 般 診 療 所 7 8 △12.5  979 1,050 △6.8   

増減率 増減率

平成28年 平成27年 （％） 平成28年 平成27年 （％）

総　　　　数 2,166 2,178 △0.6   338,067 339,063 △0.3   

617.1 632.5 977.3 1,013.2

(44) (44)

病  　　　　院 2,083 2,083 -       328,161 328,406 △0.1   

一 般 診 療 所 83 95 △12.6  9,906 10,657 △7.0   

※　総数、65歳以上人口10万対病床数、全国順位は健康福祉企画課調べ。

表Ⅰ－３－２　　療養病床数 　　（各年10月１日現在）

山形県 全　国

病床数 病床数

（65歳以上人口10万対病床数）

（　　　　〃　　　全国順位）

　 ３　療養病床　（統計表３　Ｐ.10）

表Ⅰ－３－１　　療養病床を有する施設数 　　（各年10月１日現在）

山形県 全　国

施設数 施設数

療養病床を有する施設数をみると、病院は23施設で前年と比べて前年同数、一般診療所は７

施設で前年と比べて１施設減少となっている。

病院及び一般診療所を併せた療養病床の総数は、前年に比べ12床減少している。

65歳以上人口10万対療養病床数は、全国第44位となっている。

１４１－５
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増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

1,039.1 1,039.8 △0.7 985.4 987.8 △2.4 

（全国順位） (26) (25)

精神病床（再掲） 283.3 284.2 △0.9 227.4 229.3 △1.9 

（全国順位） (18) (19)

療養病床（再掲） 155.4 152.3 3.1 228.3 229.7 △1.4 

（全国順位） (42) (42)

一般病床（再掲） 599.5 602.2 △2.7 528.2 527.2 1.0 

（全国順位） (22) (22)

介護療養病床(再掲) 1.7 1.7 - 39.5 42.3 △2.8 

（全国順位） (47) (47)

38.1 37.9 0.2 34.5 34.0 0.5 

（全国順位） (21) (18)

38.1 38.0 0.1 34.5 34.0 0.5 

（全国順位） (21) (18)

1,070.1 1,071.2 △1.1 1,068.1 1,075.3 △7.2 

（全国順位） (29) (29)

Ⅱ　病院報告

在 院 総 数

新　入　院

退　　　 院

表Ⅱ－１－１　　人口10万対１日平均患者数

患者数

　　（各年間　単位：人）

 　１　１日平均患者数  （統計表４　P.11）

患者数

全　国

外　　　 来

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

山形県

※　総数には、感染症病床及び結核病床を含む。

この調査は、全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び従事者の

状況を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

病院の人口10万対１日平均在院患者数は、1,039.1人で前年と比べて0.7人減少、新入院患

者数は38.1人で前年度に比べ0.2人、退院患者数は38.1人で前年に比べ0.1人増加となり、外

来患者数は1,070.1人で1.1人減少している。

在院患者数を病床の種類別にみると、精神病床は283.3人で前年に比べ0.9人減少、療養病

床は155.4人で3.1人増加、一般病床は599.5人で2.7人減少、介護療養病床は1.7人で前年同

数となっている。
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増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

78.5 78.7 △0.2 80.1 80.1 - 

（全国順位） (33) (32)

87.1 86.0 1.1 86.2 86.5 △0.3 

(19) (24)

- - - 3.2 3.1 0.1 

(31) (27)

31.6 40.6 △9.0 34.5 35.4 △0.9 

(24) (12)

83.0 82.9 0.1 88.2 88.8 △0.6 

(44) (46)

74.2 75.0 △0.8 75.2 75.0 0.2 

(30) (21)

95.5 95.5 - 91.4 92.1 △0.7 

(5) (6)

増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

27.3 27.4 △0.1 28.5 29.1 △0.6 

（全国順位） (34) (36)

234.1 241.4 △7.3 269.9 274.7 △4.8 

(40) (39)

- - - 7.8 8.2 △0.4 

(30) (27)

121.9 120.1 1.8 66.3 67.3 △1.0 

(2) (1)

113.2 118.9 △5.7 152.2 158.2 △6.0 

(41) (40)

16.7 16.8 △0.1 16.2 16.5 △0.3 

(26) (26)

72.1 117.1 △45.0 314.9 315.8 △0.9 

(47) (45)

日数日数

精 神 病 床

（全国順位）

感 染 症 病 床

（全国順位）

（全国順位）

（全国順位）

精 神 病 床

山形県

一 般 病 床

一 般 病 床

介護療養病床

（全国順位）

総　　　 数

　　（各年間　単位：日）

全　国

（全国順位）

山形県

感 染 症 病 床

療 養 病 床

（全国順位）

（全国順位）

　 ２　 病床利用率　（統計表５　P.12）

表Ⅱ－２　　病床利用率

病床利用率

　　（各年間　単位：％）

全　国

病床利用率

総　　　 数

（全国順位）

（全国順位）

　 ３　 平均在院日数　（統計表６　P.13）

表Ⅱ－３　　平均在院日数

（全国順位）

結 核 病 床

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

結 核 病 床

（全国順位）

療 養 病 床

介護療養病床

病院の病床利用率は78.5％で、前年に比べて0.2ポイント減少している。

病床の種類別にみると、精神病床は87.1％、療養病床は83.0％、一般病床は74.2％、介護療

養病床は95.5％となっている。

病院の平均在院日数は、27.3日で、前年に比べ0.1日短くなっている。

病床の種類別にみると、精神病床は234.1日で前年に比べ7.3日短く、療養病床は113.2日

で、前年に比べ5.7日短くなっている。一般病床は16.7日で前年に比べ0.1日短くなっている。

介護療養病床は72.1日で、前年に比べ45.0日短くなっている。
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増減率 増減率

平成28年 平成27年 （％） 平成28年 平成27年 （％）

19,205.7 18,894.9 1.6 2,108,840.2 2,078,635.6 1.5 

1,720.1 1,712.7 0.4 217,752.6 214,677.8 1.4 

44.8 43.7 2.5 10,263.7 10,051.8 2.1 

378.6 374.7 1.0 49,660.5 47,941.8 3.6 

8,693.0 8,703.3 △0.1 930,302.7 916,998.2 1.5 

7,963.3 7,936.2 0.3 806,884.2 787,404.2 2.5 

729.7 767.1 △4.9 123,418.5 129,594.0 △4.8 

増減 増減

平成28年 平成27年 平成28年 平成27年

130.7 127.7 3.0 135.1 132.8 2.3 

（全国順位） (26) (28)

11.7 11.6 0.1 13.9 13.7 0.2 

（全国順位） 30 (29)

0.3 0.3 - 0.7 0.6 0.1 

（全国順位） (29) (25)

2.6 2.5 0.1 3.2 3.1 0.1 

（全国順位） (33) (34)

59.2 58.8 0.4 59.6 58.6 1.0 

（全国順位） (23) (18)

54.2 53.6 0.6 51.7 50.3 1.4 

（全国順位） (9) (7)

5.0 5.2 △0.2 7.9 8.3 △0.4 

（全国順位） (46) (46)

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

156.1 159.1 162.3 165.3 168.9 171.5

144.6 146.4 149.4 151.1 152.4 154.5

(34) (35) (35) (35) (35) (35)

看 護 師（再掲）

医　　師（再掲）

薬 剤 師（再掲）

准看護師（再掲）

歯科医師（再掲）

歯科医師（再掲）

看護師・准看護師（再掲）

看護師（再掲）

医　　師（再掲）

従事者数 従事者数

山形県 全　国

総　　　数

准看護師（再掲）

薬 剤 師 (再掲)

　　（各年10月１日現在　単位：人）
表Ⅱ－４－２　　病院の主な職種別にみた100床当たりの病院の従事者数

総　　　数

　 ４　 病院における従事者数　 　（統計表７　P.14　統計表８　P.15）

※　従事者数（非常勤職員を含む）は、常勤換算したものである。

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

従事者数 従事者数

山形県 全　国

　　（各年10月１日現在　単位：人）

※　総数には、結核療養所を含む。

看護師・准看護師（再掲）

※　総数は、各年10月１日現在に病院に在籍する職員の合計である。

※　従事者数（非常勤職員を含む）は、常勤換算したものである。

※　総数は、毎年10月１日現在に病院に在籍する職員の合計である。

表Ⅱ－４－１　　病院における従事者数

※　全国順位は健康福祉企画課調べ。

（各年10月1日現在　単位：人）表Ⅱ－４－３　　病院における人口10万対常勤換算医師数の年次推移

全　　　国

山　形　県

（全国順位）

平成28年10月１日現在、病院の従事者（非常勤職員を含む）は、常勤換算で19,205.7人と

なっている。

従事者を主な職種別にみると、医師は1,720.1人で前年に比べ7.4人（0.4％)増加している。

看護師は7,963.3人で、27.1人（0.3％)増加しているが、准看護師は729.7人で、37.4人

（4.9％）減少している。

病院における人口10万対常勤換算医師数は154.5人で、毎年増加しているものの全国値

171.5人より低い。
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