
政府（主に厚生労働省，総務省統計局）が公表している統計資料
（2022 年 1 月末現在）をまとめる．

１ 総合的な統計資料

２ 人口，人口動態，生命表に関する統計資料

３ 保健福祉行政に関する統計資料

４ 健康・国民生活に関する統計資料

５ 医療・介護に関する統計資料

６ 市区町村別の統計資料

p.272～281の URL情報は南山堂のウェブサイトに掲載され，更
新されますので，ご活用ください．

南山堂のウェブサイト URL
http://www.nanzando.com/books/18750.php

資 料
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1．総合的な統計資料

資料の名称 内容／ホームページ 更新年月

検
索
窓
口

e-Stat（政府統計の総合窓口）から
の検索

e-Stat による統計資料の検索
各官庁の統計資料について系統的な検索が可能

https://www.e-stat.go.jp/
統計データの効率的な検索の手順 「統計データを探す」からスタート

［組織から探す］14 省庁から選択
例：厚生労働省
例：人口動態調査 速報，月報，確定数など

［分野から探す］17 分野から選択
例：社会保障・衛生 主な調査が列挙されている
例：国民健康・栄養調査

その他「キーワード検索」

随時更新
統計ダッシュボードAPI
(総務省統計局）

「地域の見える化」に役立つ総務省の統計システム
都道府県・市町村のデータを分かりやすく比較・表示できる
地域診断の資料として役立つ
グラフの形状から地域の特徴を視覚的に把握することができるレーダー

チャートと，全国や都道府県内の地域別順位を一覧形式で表示するランキン
グ機能など

https://dashboard.e-stat.go.jp/
厚生労働統計一覧 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/

厚生労働省の最近公表の統計資料 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/

総務省統計局 http://www.stat.go.jp/index.html

総務省統計局の統計データ一覧 http://www.stat.go.jp/data/index.html

「公衆衛生ねっと」
(公社）地域医療振興協会が運営
する公衆衛生情報ネットワーク

内外の公衆衛生関連の幅広い情報，統計資料を会員のメーリングリストに発
信し，「公衆衛生ねっと」に「公衆衛生関連のニュース」として掲載している

検索手順：条件でニュースを検索→条件の指定（分野・テーマ／用途・種類／
期間）→検索結果を表示

入会の手続き（無料）：ホームページの「公衆衛生ねっと会員募集」→入会申
込みフォームに必要事項を記入→送信する

http://www.jadecom.or.jp/overview/koshu_eisei.html/

各
種
統
計
資
料

第 71 回日本統計年鑑 令和 4年
わが国の国土，人口，経済，社会，文化などの幅広い分野にわたる基本的な統

計データを網羅的かつ体系的に収録したもの
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/index1.html

2021.11

日本の統計 2020
わが国の国土，人口，経済，社会，文化などの幅広い分野にわたる統計資料の

うち基本的なものを選んである
http://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.html

2021.3

統計でみる都道府県のすがた 2021
社会生活統計指標―都道府県の指
標―2021

都道府県別に整備している基礎データの中から主要な項目を選定して取りま
とめたもの

http://www.stat.go.jp/data/k-sugata/index.html
http://www.stat.go.jp/data/shihyou/naiyou.html

2021.2

明日への統計 2021
総務省統計局が実施している統計調査を中心に，調査のねらい・重点，調査

に期待されるもの，調査結果の利用事例を紹介
https://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2021/index.html

2019.6

平成 28 年我が国の保健統計
(業務・加工統計）

患者，医療施設，保健医療関係者，保健事業，国民医療費などの動向を示す加
工統計

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/130-28.html

2017.5
（3 年ごと）

令和元年厚生労働統計のあらまし
出生，児童，就職，結婚，出産・育児，くらし，老後，死亡など厚生労働統計

全般をわかりやすく解説
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kourou.html

2020.3

令和 2年度厚生統計要覧 人口，人口動態，保健，医療，社会福祉，老人福祉などの統計資料を網羅
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kousei.html 2020.4

令和 2年度労働統計要覧
労働経済，労働力，雇用，労働時間，賃金，経営・生産性・福祉，労働災害・

安全衛生などの資料を網羅
http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html

2020.4

参
考

厚生労働省が実施している統計調
査の調査票様式一覧

http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#tyousahyou

随時更新参
考
資
料

政府統計の公表予定日・新着情報
日の検索（e-Stat）

https://www.e-stat.go.jp/release-calendar?startYear=2021&startMonth=12
&startDay=6&endYear=2021&endMonth=12&endDay=31
https://www.e-stat.go.jp/whats-new
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資 料

2．人口，人口動態，生命表に関する統計資料

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月

人

口

人口推計
(各年の人口推計資料）

総務省
e-Stat

国勢調査の人口を基礎に各月 1 日現在の人口を算出
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&result_back=
1&cycle_facet=tclass1%3Acycle&second2=1

随時更新

将来推計人口・
世帯数 社人研

国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査を基に 5 年ごとに推計（全国・都道府
県・市区町村別人口，全国・都道府県別世帯数）

https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp
2018.1

国勢調査結果 総務省
e-Stat

令和 2 年国勢調査の概要，速報集計，基本集計，抽出詳細集計，従業地・通学地
集計，移動人口集計，小地域集計結果，時系列データ

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00200521

2021.12

住民基本台帳による
人口

e-Stat
住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び世帯数調査 . 毎年 1 月 1 日現在
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00200241&tstat=000001039591&cycle=7&tclass1=000001039601&cycle_facet=
tclass1%3Acycle&tclass2val=0

2021.8

住民基本台帳人
口移動報告 総務省

e-Stat

都道府県，市区町村間の人口移動，転入転出の超過などの状況
https://www.stat.go.jp/data/idou/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00200523&bunya_l=02

2021.12

人
口
動
態

人口動態調査に関す
る統計資料一覧 厚労省

人口動態調査に関する概要，結果の概要（確定数，月報，年間推計，速報．経年
データ）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html
随時更新

人口動態調査の
詳細な集計結果 e-Stat

人口動態調査の詳しい集計表（報告書非掲載の保管統計を含む）
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450011&tstat=
000001028897

2021.9

平成 30 年わが
国の人口動態 厚労省

人口，人口動態に関する諸指標（結果の概要，確定数，概数，年間推計など）の
年次推移および平成 28 年までの要約を示すグラフおよび統計表

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf
2018.4

都道府県別年齢
調整死亡率 厚労省

平成 7 年以降，昭和 60 年の国勢調査人口構成を標準人口として 5 年ごとに計算
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/nenchou.html

2017.6
（5 年ごと）

人口動態職業・
産業別統計 厚労省

出生，死亡，死産，婚姻，離婚の人口動態現象と職業および産業との関係をみた
もの

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/135-1.html

2018.3
（5 年ごと）

生
命
表

生命表の概要 厚労省
各生命表の概要
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list54-57.html 随時更新

各生命表の結果
（簡易・完全・都
道府県別・市区
町村別生命表）

厚労省

各年・各回の簡易生命表，完全生命表，都道府県別生命表，市区町村別生命表の
結果．過去データ一覧もあり

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/seimei/list54-57-02.html
随時更新

令和 2年簡易
生命表 厚労省

各年齢の者が 1 年以内に死亡する確率，あと何年生きられるかという期待値を
生命関数によって表示

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life20/index.html
2021.7

第 22 回
完全生命表の概
況 厚労省

5 年ごとの国勢調査年の日本人人口，人口動態統計の確定数に基づく完全生命
表，第 22 回は 2015（平成 27）年のもの

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/22th/index.html

2017.3
（5 年ごと）

平成 27 年
都道府県別生命
表 厚労省

都道府県別生命表は，5 年ごとの国勢調査年の日本人人口，人口動態統計の確定
数に基づいて計算

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk15/index.html

2017.12
（5 年ごと）

平成 27 年
市区町村別生命
表 厚労省

市区町村別生命表は，5 年ごとの国勢調査年の日本人人口，人口動態統計の確定
数に基づいて計算

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts15/index.html

2018.4
（5 年ごと）

生命表 e-Stat

過去のデータも含めた，完全生命表，簡易生命表，都道府県別生命表，市区町村
別生命表を含む

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450012&tstat=
000001031336

随時更新
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3．保健福祉行政に関する統計資料

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月

保
健
福
祉
行
政

衛生行政報告例

厚労省

衛生行政（精神保健福祉関係，栄養関係，衛生検査関係，生活衛生関係，食品
衛生関係，乳肉衛生関係，医療関係，薬事関係，母体保護関係，特定医療（指
定難病）・特定疾患関係，狂犬病予防関係など）の状況をまとめた統計資料

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html

随時更新

衛生行政報告例：
結果の概況（全般 ，
就業医療関係者の概
況）（過去データ含む）

厚労省
e-Stat

各年・各回の衛生行政報告例の結果．過去データ一覧もあり
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19a.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450027&tstat=
000001031469

随時更新

令和元年度衛生行政
報告例（衛生行政全
般）

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/19/
2021.2

平成 30 年衛生行政
報告例（就業医療関
係者）の概況 厚労省

平成 30 年末における就業医療関係者(免許を取得している者のうち就業して
いる者)などについて，各都道府県からの隔年(1 年おき)の報告をもとに集計

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/18/

2019.9
(隔年版)

福祉行政報告例

厚労省

福祉行政（身体障害者，知的障害者，障害者総合支援，婦人保護，老人福祉，
民生委員，社会福祉法人，戦傷病者特別援護，児童福祉など）の状況をまとめ
た統計資料

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1.html

随時更新

福祉行政報告例：結
果の概要（年報・月報）

厚労省
e-Stat

各年の年報・月報の福祉行政報告例の結果．過去データ一覧もあり
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/38-1a.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450046&tstat=
000001034573

随時更新

令和 2 年度福祉行政
報告例の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/20/index.html 2021.11

地域保健・健康増進事
業報告

厚労省

地域保健編，健康増進編からなる
地域保健編：母子保健，健康増進，歯科保健，精神保健福祉，衛生教育，エイ

ズ，予防接種など
健康増進編：健康手帳の交付，健康診査，歯周疾患・骨粗鬆症検診，健康教

育，健康相談，機能訓練，訪問指導，がん検診，肝炎ウイルス検
診など

平成 20 年度より地域保健・老人保健事業報告から地域保健・健康増進事業報
告と改められた

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19.html

随時更新

地域保健･健康増進事
業報告：結果の概要
（過去データ含む）

厚労省
e-Stat

各年の年報の地域保健・健康増進事業報告の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19d.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450025&bunya_l=
15&tstat=000001030884

随時更新

令和元年度地域保
健・健康増進事業報
告

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/19/dl/R01houdou.pdf
2021.6

特定健診・特定保健指
導について

厚労省

特定健康診査･特定保健指導についての関連情報，資料，データ（実施状況全
国・保険者種別，都道府県別，NDB データ等），関連法令，通知，保健指導事
例など

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html

随時更新

2019 年度特定健康診
査・特定保健指導の
実施状況 厚労省

特定健康診査･特定保健指導の実施状況・メタボリックシンドロームの状況
についての報告をまとめたもので，医療費適正化計画の策定に役立つ資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173202_00008.html
2021.8

食中毒統計調査
厚労省

食中毒発生の月別，原因食品別，原因物質別，施設別，患者数，死者数などの
発生状況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/112-1.html
2019.3

食中毒統計資料（食中
毒事件，発生状況など）
（過去データ含む）

厚労省

e-Stat

各年の食中毒事件，発生状況，関連資料など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/
syokuchu/04.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450191&tstat=
000001040259

随時更新
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資 料

保
健
福
祉
行
政

歯科疾患実態調査
厚労省

8020 達成者の割合，歯肉の状態，歯磨き頻度，歯や口の状況など歯科保健の
現状調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/62-17.html
随時更新

歯科疾患実態調査：
結果の概要（過去デー
タ含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/62-17b.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450131 随時更新

平成 28 年歯科疾患実
態調査 厚労省

8020 達成者の割合，歯肉の状態，歯磨き頻度，歯や口の状況など歯科保健の
現状調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/62-28.html

2017.8
（5 年ごと）

結核（BCGワクチン） 厚労省

結核に関するトピック，ワクチン，自治体情報，通知，啓発資材，統計資料な
ど，関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kekkaku-kansenshou03/index.html

随時更新

2020 年結核登録者情報
調査年報集計結果 厚労省

結核登録者について，新登録患者数，罹患率，登録患者数，有病率，死亡者
数，死亡率などの資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000175095_00004.html
随時更新

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月
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4．健康・国民生活に関する統計資料

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月

国
民
生
活

国民生活基礎調査

厚労省

保健，医療，福祉，年金，所得等国民生活の基礎的事項を調査（昭和 61 年に
開始，3 年ごとの大規模調査，中間年の簡易調査からなる．令和 2 年（2020）
年は新型コロナウイルス感染症により中止

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html

随時更新

国民生活基礎調査：
結果の概要（過去デー
タ含む） 厚労省

e-Stat

各年実施の簡易調査，3 年ごと実施の大規模調査の結果．過去データ一覧も
あり．e-Stat に詳細な結果あり

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21kekka.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450061

随時更新

令和元年（2019 年）
国民生活基礎調査の
概況（大規模調査）

厚労省
e-Stat

3 年に 1 度の大規模調査には，世帯票，所得票に加えて，健康票，介護票，貯
蓄票も実施

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00450061&tstat=000001141126&cycle=7&tclass1=000001141127&tclass2=
000001141133&tclass3val=0

2020.7
（大規模調
査 3 年ご
と）

平成 30 年（2018 年）
国民生活基礎調査の
概況（簡易調査）

厚労省
中間年の簡易調査には，世帯票，所得票
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa18/index.html

2020.7
（簡易調査

中間年）

中高年者縦断調査

厚労省

団塊の世代を含む全国の中高年者世代，平成 17 年 10 月末時点で 50～59 歳
であった全国男女を対象とした約 2 万人の追跡調査．第 16 回（2020 年）時
点で 65～74 歳．対象者の介護，健康，就業の状況を調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/29-6.html

随時更新

中高年者縦断調査（中
高年者の生活に関す
る継続調査）：結果の
概要（過去データ含
む）

厚労省
e-Stat

第 1 回から第 16 回までの調査結果
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/29-6c.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450045&tstat=
000001030155

随時更新

第 16 回中高年者縦断
調査（中高年者の生
活に関する継続調査）
の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/chukou21/

2021.11

21 世紀成年者縦断調査
（平成 24 年成年者）

厚労省

平成 24 年 10 月末時点で 20～29 歳の全国の男女とその配偶者を対象とした
追跡調査．結婚，出産，就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に
観察．第 9 回調査時点で 28～37 歳

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/28-24.html

随時更新

21 世紀成年者縦断調
査（平成 24 年成年
者）：結果の概要（過
去データ含む）

厚労省
e-Stat

第 1 回から第 9 回までの調査結果
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/28-24c.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450051&tstat=
000001063947&iroha=22

2021.11

第 9回 21 世紀成年者
縦断調査（平成 24 年
成年者）の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen22/index.html 2021.11

21 世紀出生児縦断調査
（平成 13 年出生児）

文科省

平成 13 年（2001 年）に出生した子とその保護者を対象に，その実態及び経年
変化を観察し，教育，学校生活，将来の進路，悩み・不安，保護者の状況など
を明らかにする

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa08/21seiki/1380892.htm

随時更新

21 世紀出生児縦断調
査（平成 13 年出生
児）：結果の概要（過
去データ含む）

文科省

e-Stat

第 1 回から第 19 回（令和 2 年）までの調査結果（第 1～15，16～19 回）
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa08/21seiki/kekka/
1408329.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450043&tstat=
000001024054&iroha=22

随時更新

第 19 回 21 世紀出生
児縦断調査（平成 13
年出生児）

文科省 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa08/21seiki/kekka/mext_
01640.html 2021.8

4．健康・国民生活に関する統計資料（つづき）



277

資 料

健
康
・
栄
養
・
食
生
活

栄養・食育対策 厚労省

国民健康・栄養調査，日本人の食事摂取基準，食生活指針・食事バランスガイ
ド，食育の推進など，栄養・食育対策に関する統計資料一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
eiyou/index.html

随時更新

国民健康・栄養調査

厚労省

栄養素摂取状況，欠食・外食，身体状況，生活習慣およびこれらの項目の年次
推移など詳細な資料

結果は，例年は概要（12 月頃）と報告書（4 月頃）に分けて公表
栄養素摂取状況，欠食・外食，身体状況，生活習慣およびこれらの項目の年次

推移など 300 ページ以上に及ぶ詳細な資料
毎年の基本項目のほかに，毎回，重点項目についての調査項目も追加される
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/gaiyo/k-eisei.html

随時更新

国民健康・栄養調査：
結果の概要（過去デー
タ含む）

厚労省
e-Stat

毎年の詳細な結果．過去のデータ一覧もあり．令和 2（2020）年，令和 3（2021）
年は新型コロナウイルス感染症の影響により調査を中止した

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450171&bunya_l=
15&tstat=000001041744&iroha=10

随時更新

令和元年国民健康･栄
養調査結果の概要

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14156.html 2020.10

令和元年国民健康･栄
養調査報告

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
eiyou/r1-houkoku_00002.html 2020.12

日本食品標準成分表
2020 年版（八訂） 文科省

栄養成分の基礎的データ集．5 年ごと改定，おおむね毎年，追補版を発行．
素材食品から調理済み食品まで 2,000 以上の食品を収載

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html
随時更新

日本人の食事摂取基準
（2020 年版） 厚労省

健康増進法に基づき，国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望
ましいエネルギー及び栄養素の量の基準．5 年ごと改訂．2020 年から 2024
年まで

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
eiyou/syokuji_kijyun.html

2019.12

食生活指針

厚労省

国民が健全な食生活の実践を図ることのできるよう，文科省，厚生省，農林
水産省が連携して，食生活の実践を支援する環境づくりを進める目的で策定
したもの．2000 年 3 月策定し，2016 年に改定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128503.html

2016.6

食事バランスガイド 厚労省
農林水
産省

食生活指針を行動に結びつけるため，1 日に「何を」「どれだけ」食べたらよ
いかの目安を分かりやすくイラストで示したもの．厚生労働省と農林水産省
の共同により平成 17 年 6 月に策定

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/

2005.6

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月
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5．医療・介護に関する統計資料

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月

医

療

医師・歯科医師・薬剤師
統計

厚労省

医師，歯科医師および薬剤師について，性，年齢，業務の種別，従事場所及び
診療科名（薬剤師を除く）などを調査

1982（昭和 57）年までは毎年，同年以降は 2 年ごとに実施
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html

随時更新

医師・歯科医師・薬剤
師統計：結果の概要
（過去データ含む）

厚労省
e-Stat

e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20c.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450026&tstat=
000001030962
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450026&bunya_l=
15&tstat=000001135683&iroha=2

2019.12

2020.3

平成 30 年医師・歯科
医師・薬剤師統計の
概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/18/index.html
2019.12

患者調査
厚労省

医療機関受診の推定患者数，受療率，退院患者の平均在院日数などの資料．
調査は 3 年ごとに実施

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html
随時更新

患者調査:結果の概要
（過去データ含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20-kekka_gaiyou.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450022&tstat=
000001031167

2019.3

平成 29 年患者調査の
概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/17/index.html 2019.3

医療施設調査

厚労省

医療施設調査：医療施設の分布，整備の実態を明らかにする静態調査(3 年ご
と)と，毎月の開設･廃止などによる動態調査からなる

病院報告：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業
者の状況を調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html

随時更新

医療施設調査・病院
報告：結果の概要（過
去データ含む）

厚労省
e-Stat

e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html
医療施設調査：https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=
00450021&tstat=000001030908
病院報告：https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=
00450023&tstat=000001030749

2020.9

令和元年医療施設（動
態）調査・病院報告

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/19/ 2020.9

受療行動調査
厚労省

医療機関利用患者の受療状況，受けた医療に対する満足度に関する調査．3
年に 1 回実施

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/34-17.html
随時更新

受療行動調査：結果
の概要（過去データ
含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhw.go.jp/toukei/list/34-17b.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450024&tstat=
000001030975

2019.3

令和 2(2020)年受療
行動調査の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/20/index.html 2021.9

医療保険データベース 厚労省

医療保険・医療費に関する全般的な情報，制度別(被用者保険，国民健康保険，
後期高齢者医療制度）情報，診療報酬関係の情報をまとめたデータベース

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/
database/index.html

2021.11

医療費の動向調査 厚労省

制度別，診療種類別，医療機関種類別，医療機関の種類別，都道府県別の概算
医療費を調査

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryou_doukou.
html

随時更新

医療費の動向調査：
結果の概要（過去デー
タ含む）

厚労省

e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryou_doukou_
b.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00450399

2021.11

令和 2 年度医療費の
動向(MEDIAS)

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/20/index.html 2021.11

国民医療費 厚労省 制度区分別，財源別，診療種類別，傷病分類別，都道府県別国民医療費を集計
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21.html 随時更新

国民医療費：結果の
概要（過去データ含
む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21c.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450032&tstat=
000001020931

2021.11

令和元（2019）年度国
民医療費の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html 2021.11
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医

療

後期高齢者医療制度被
保険者実態調査

厚労省

e-Stat

後期高齢者医療広域連合の保険賦課の状況および被保険者の年齢，所得の調
査

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/
seido/kouki_jittai.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450388&tstat=
000001044907

随時更新

令和 2 年度後期高齢
者医療制度被保険者
実態調査

e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00450388&tstat=000001044907&cycle=0&tclass1=000001044908&tclass2=
000001155986&tclass3val=0

2021.7

後期高齢者医療事業状
況報告

厚労省

e-Stat

都道府県別保険者の状況，医療費の状況，医療費の月別推移等の統計表のほ
か，後期高齢者医療制度の沿革，事業概況などの資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/
seido/kouki_houkoku.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450390&tstat=
000001044948

随時更新

令和元年度後期高齢
者医療事業状況報告

e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00450390&tstat=000001044948&cycle=0&tclass1=000001044953&tclass2=
000001155846&tclass3val=0

2021.7

国民健康保険事業年報 厚労省

e-Stat

国民健康保険の被保険者数，保険料賦課状況，給付状況，診療状況などの調
査

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/
seido/kokumin_nenpo.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450396

2021.11

令和元年度国民健康
保険事業年報

e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450396&tstat=
000001155826 2021.7

医療扶助実態調査
厚労省

生活保護の医療扶助に関する毎年 6 月審査分の電子レセプトデータのうち，
一般診療分，歯科診療分，調剤分を集計

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/67-16.html
随時更新

医療扶助実態調査：
結果（過去データ含
む）

e-Stat
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450313&tstat=
000001024563 2021.3

令和 2 年医療扶助実
態調査

e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00450313&tstat=000001024563&cycle=7&tclass1=000001151427&tclass2val=0 2021.3

介

護

介護給付費等実態統計
厚労省

介護給付費の受給者数，受給者 1 人当たり費用額，居宅サービス，地域密着
型サービス，施設サービスなどの状況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1.html
随時更新

介護給付費等実態統
計：結果の概要（過去
データ含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1b.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450049&tstat=
000001123535

2021.9

令和 2 年度介護給付
費等実態統計の概況

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/20/index.html 2021.9

介護保険事業状況報告
厚労省

介護保険事業の実施状況について，保険者（市町村等）からの報告数値を全
国集計したもの

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1.html
随時更新

介護保険事業状況報
告：結果の概要（過去
データ含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/joukyou.html#link01
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450351&tstat=
000001031648

2021.8

令和元年度介護保険
事業状況報告

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/19/index.html 2021.8

介護サービス施設･事業
所調査 厚労省

施設・事業所，介護保険施設，従事者の状況の集計
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/24-22-2.html 随時更新

介護サービス施設・
事業所調査：結果（過
去データ含む）

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/24-22-2c.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450351&tstat=
000001031648

2021.12

令和 2 年度介護サー
ビス施設･事業所調査
結果

厚労省
e-Stat

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service20/index.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450042&tstat=
000001029805

2021.12

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月
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人
口
静
態
，
保
健
・
医
療
・
福
祉
な
ど

e-Stat
（政府統計の総合窓口）

e-Stat

各府省の統計情報を 1ヵ所にまとめて提供する総合窓口で，総務省統計局に
て整備し，独立行政法人統計センターが運用している．e-Stat の機能として
は，以下のものが含まれる
①統計データを探す，②地図や図表で見る，③調査項目を調べる，④統計サ
イト検索･リンク集，⑤ログイン

https://www.e-stat.go.jp/

随時更新

国勢調査（5 年ごと）
都道府県・市区町村別
の主な結果 e-Stat

5 年ごとに実施されている国勢調査の結果のうち，市区町村別の人口，世帯，
住居に関する結果および外国人，高齢者世帯等に関する集計結果

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00200521&tstat=000001049104&cycle=0&tclass1=000001049105

随時更新

統計でみる都道府県・
市区町村のすがた

総務省
e-Stat

人口・世帯，自然環境，経済基盤，行政基盤，教育，労働，居住，健康・医療，
福祉・社会保障など国民生活全般の実態を示す社会・人口統計を地域別に収
集・加工し編成

https://www.stat.go.jp/data/ssds/index.html
https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview

随時更新

社会生活統計指標
－都道府県の指
標－ 総務省

社会・人口統計体系において整備した基礎データを用いて作成している統計
指標からまとめた都道府県別の主要データ．588 指標，552 基礎データ

https://www.stat.go.jp/data/shihyou/index.html
2021.2

統計でみる都道府
県のすがた 2021 総務省

社会生活統計指標から主な指標値を選定し，各都道府県の指標が一覧できる
ように再編成したもの

https://www.stat.go.jp/data/k-sugata/index.html
2021.2

統計でみる市区町
村のすがた 2021 総務省

社会生活統計指標から主な指標値を選定し，各市区町村別の指標が一覧でき
るように再編成したもの

https://www.stat.go.jp/data/s-sugata/index.html
2021.6

医療費の地域差分析 厚労省
都道府県，市町村単位でみた医療費の地域差をみたもの
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/hoken/iryomap/index.html 2020.12

地域保健・健康増進事
業報告（地域保健・健康
増進事業報告）

e-Stat
保健所単位，医療圏単位，市区町村単位の集計表を抽出可能
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450025&bunya_l=
15&tstat=000001030884

2020.7

介護保険事業状況報告
厚労省
e-Stat

介護保険事業の実施状況について，保険者（市町村等）からの報告数値を全
国集計がとりまとめられている．被保険者数，要介護（要支援）認定者数，居
宅介護（予防介護）等サービス受給者数，保険給付，保険料徴収額などが有用
である．（保険者別資料）

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/84-1.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450351&tstat=
000001031648

2021.8

国民健康保険事業年報
厚労省

e-Stat

国民健康保険の事業状況がとりまとめられている．被保険者数，事務職員数，
経理状況（保険料収入，保険給付費等），医療給付の状況（療養費等），高額療
養費の状況，療養の給付等内訳（入院，入院外，歯科，調剤，訪問看護等）な
どが有用である

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/
seido/kokumin_nenpo.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450396&result_
page=1

2021.11

人
口
動
態

平成 25～29 年人口動態
保健所・市区町村別統
計の概況 厚労省

e-Stat

人口動態統計として公表している各事象（出生，死亡，死産，婚姻及び離婚）
について，保健所及び市区町村（区は特別区及び行政区としている）ごとに
国勢調査の年を中心とした 5 年間のデータを取りまとめている

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/137-19.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=
00450013&tstat=000001143831&cycle=7&result_page=1&tclass1val=0

2020.7

市区町村別生命表の概況

厚労省

ある期間における死亡状況（年齢別死亡率）が今後変化しないと仮定したと
きに，各年齢の者が 1 年以内に死亡する確率や平均してあと何年生きられる
かという期待値などを死亡率や平均余命などの指標（生命関数）によって表
したものである．特に，0 歳の平均余命である「平均寿命」は，死亡状況を集
約したものとなっており，保健福祉水準を総合的に示す指標として広く活用
されている

平成 27 年
平成 22 年
平成 17 年
平成 12 年

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts15/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts10/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts05/index.html
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/ckts00/index.html

（参考：http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list54-57.html）

2018.7
2013.7
2008.11
2004.11
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資 料

（
全
国
，
都
道
府
県
，
市
町
村
）

統
計
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド

統計ダッシュボード
（ホームページ）

総務省

国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフ等に加工して，分
かりやすく簡単なかたちで提供するシステム

都道府県や市区町村別のデータをグラフ化して比較・表示できる
https://dashboard.e-stat.go.jp/

随時更新

グラフで見る
データで見る

検索の例

https://dashboard.e-stat.go.jp/
https://dashboard.e-stat.go.jp/dataSearch

「データで見る」からスタート
→ 分野（大分類）（例 人口・世帯）
→ 分野（小分類）（例 人口）
→ 系列名（例 総人口に占める割合 0－14 歳，15－64 歳，65 歳以上）
→ 地域選択（例 栃木県，宇都宮市，鹿沼市，下野市）「データで見る」か

らスタート
→ 表示またはダウンロード

資料の名称 発行 内容／ホームページ 更新年月




