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1.入院･外来患者教調

①年度別入院･外来患者数の推移(一般･長期療養型病棟)

-ヽ一入院患者数　一〇一外来患者数

｢｢三一一十,三十÷一二二"_｡

平成18年度　平成19年度　平成20年度　平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

入院患者数

外来患者数

②年度別年齢階層別入院患者状況調(実人数)

4*'　　　　&'　　　　食'　　　　食'　　　　食`

~一一一一_ 兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 兌ﾙ�ﾃ#ID�7��平成25年度 

0一一5 塔C��756 塔�r�787 塔cr�960 �����r�907 

6-14 ��c2�172 ��#2�163 ��S��215 �#C2�177 

15--19 都"�56 都R�60 鉄2�61 都"�80 

20-29 鼎Sb�549 鉄cB�584 鉄cr�605 鉄Sb�698 

30-39 田�R�677 都ビ�777 塔�2�821 塔3��900 

40-49 �#���304 �3�"�301 �#c"�303 �3#R�350 

50-59 鼎Sb�505 鉄���486 鼎#"�380 �3s"�460 

60-69 都s��762 塔���774 都���712 都���834 

70才以上 �"纉#b�3.042 �"ﾃ�#b�2.851 �"纉�"�2.921 �5��#R�3_204 

汁 澱經ビ�6.823 澱ﾃ��B�6.783 澱ﾃscR�6.978 途�#3��7.610 
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2.入院患者における診療圏

到 朋il,'2.9% �+X���

2.7% ��

西磨り ��

龍田市9.1鯖 ��

高向ilI湖中30.9鯖 ��

避志村 ��

0.8鳩 ��

､謹富綱 1.3%_31:1.3%D:.it"5.鋤 村 ��

ー 僣21年度 買#)D�7��H23年度 買#ID�7��対前年度 堤(%) 買#YD�7��延患者数(人) �Hｫ8�)�B��ﾂ��延患者数(人) �Hｫ8�)�B��ﾂ���Hｫ8�)�B��ﾂ��占有率(%) 

宮 ��I,2�10,308 唐ﾃ����10,787 ���ﾃ3�R�6.8% 免ﾂﾃ�#��(54.7%) 

小立 �2ﾃ�#r�3,429 �2ﾃs���3,869 椿ﾆﾂ綯R�3,420 茶�r��R��

河口 ��ﾃ3C"�1,535 ��ﾃCC��I,708 蔦偵3澱�1,549 茶r縒R��

大石 途ﾓ���858 ��ﾃ#Cr�I,034 ��ゅbR�1,226 茶b��R��

勝山 ��ﾃ����1,906 ��ﾃs���I,679 湯紕R�1,837 茶偵�R��

足和田 都�2�917 鼎s��848 蔦��繝���756 茶2繧R��

富士ケ罷 鉄途�353 �3C"�289 ��R纈R�335 茶�縒R��

士河口湖町 ��づc�b�17,917 ��津sS��19,742 �"��R�20,144 �3�纈R�

鳴沢村 �1,921 ��ﾃ�3��2,285 �"ﾃ�ッ�-I.7% �"ﾃ�C��3.3% 

富士吉田市 �20,988 �#"ﾃs�2�22,111 �#�ﾃSS��0.9% �#�ﾃsS��33.3% 

忍野村 �3,356 �"ﾃ��"�3,478 �2ﾃcsb�-0.8% �2ﾃcCR�5,6% 

山中湖村 �1,943 �"ﾃc唐�2,746 �"ﾃ3sR�13.5% �"ﾃc迭�4.1% 

西桂町 �1,548 ��ﾃcc2�1,771 ��ﾃSc2�ll.1% ��ﾃs3b�2.7% 

都留市 �4,976 釘ﾃS�2�4,518 澱ﾃ�3��-1.4% 迭ﾃ鼎��9.1% 

道志村 �679 鉄#��590 田Sr�-24.8% 鼎釘�0.8% 

大月市 �2,941 �"ﾃ�#��1,987 ��ﾃc�2�18.2% ��ﾃ��r�2.9% 

その他市町､ �1,527 ��ﾃ#cr�1,295 ��ﾃCSB�-ll.4% ��ﾃ#モ�2.0% 

県内計 �58,485 鉄づ�#��60,532 田�ﾃゴR�1.5% 田�ﾃscR�94.6% 

県外 �2,838 �"ﾃ�#b�2,845 �"ﾃS���40.1% �2ﾃS�r�5.4% 

料 �61,323 田�ﾃsCr�63,377 田2ﾃ3cR�3.0% 田Rﾃ#�"�loo.0% 

※()内は町内占有率
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3.外来患者における診療圏

｣ 大月捕2.鍋 冕B�

2.2% ��

〕 
軽PI ��

-日朝8.5%脚7.慧‡ ��

醒那d-"05'." 雪柳村 ��

ー 僣21年度 買#)D�7��H23年度 買#ID�7��対前年度 比(%) 買#YD�7��延患者数(人) �Hｫ8�)�B��ﾂ��延患者数(人) �Hｫ8�)�B��ﾂ���Hｫ8�)�B��ﾂ��占有率(%) 

宮 ��I,2�25,109 �#Rﾃ����24,881 �#2ﾃ�#��0.0% �#2ﾃ�3B�(57.3%) 

小立 途ﾃsCR�8,235 途ﾃsッ�7,421 �2��R�7,646 茶�ゅ2R��

河口 �2ﾃ#S"�3,325 �"ﾃン��3,106 綴偵RR�3,058 茶r�2R��

大石 �"ﾃ3C"�2,274 �"ﾃ�cb�2,002- 途��R�2,142 茶R��R��

勝山 �2ﾃ#CR�3,219 �2ﾃ�cB�3,173 澱��R�3,368 茶ゅ�R��

足和田 亦ﾃs#b�I,767 ��ﾃ����1,778 蔦C"縒R�1,019 茶"紕R��

富士ケ嶺 ��ﾃ�c��901 都モ�769 蔦#���R�615 茶�絣R��

士河口湖町 鼎BﾃCモ�45,522 鼎2ﾃ#sr�42,177 蔦�纈R�41,782 �3ゅRR�

鳴沢村 �5,139 迭ﾃ�C��5,309 釘ﾃイ��-7.5% 釘ﾃCs��4.1% 

富士吉田市 �37,425 �3bﾃ�S"�34,367 �32ﾃ#�r�-1.1% �3"ﾃゴ"�30.2% 

忍野村 �6,495 澱ﾃc���6,164 澱ﾃ�3r�2.5% 澱ﾃ#�"�5.8% 

山中湖村 �4,850 釘ﾃc澱�4,717 釘ﾃ3SB�-3.7% 釘ﾃ�迭�3.9% 

西桂町 �2,372 �"ﾃ3�"�2,300 �"ﾃ#ィ�5.7% �"ﾃC�B�2.2% 

都留市 �7,226 途ﾃ##B�7,489 途ﾃc���3.9% 途ﾃ����7.3% 

道志村 �776 田コ�774 都�r�6.4% 都S"�0.7% 

大月市 �3,000 �2ﾃ#c��2,973 �"ﾃcsB�-2.2% �"ﾃc�b�2.4% 

その他市町､ �1,841 ��ﾃ田��1,855 ��ﾃcビ�-7.8% ��ﾃSSR�1.4% 

県内計 �113,612 ���2ﾃ3c��log,225 ���Rﾃcッ�-0.8% ���Bﾃゴb�96.5% 

県外 �4,651 �2ﾃsc��3,608 �2ﾃCSb�8.8% �2ﾃsS��3.5% 

計 �118,263 ���rﾃ�#��112,833 ���津�C"�-0.5% ���づc�R�100.0% 

潔()内は町内占有率
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4.適所介護事業実績

①適所リハビリテーション要介護者数｢あかまつ｣ (延人数)

平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 兌ﾙ�ﾃ#ID�7��対前年度比(%) 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��

管 ��I,2�2,057 �"ﾃ��"�2,479 �"ﾃCCr�-ll.9% �"ﾃ�SR�

小立 �#S2�160 ��s2�320 �#r絣R�408 

河口 鼎S��449 鉄#��590 蔦�2綯R�510 

大石 鼎2�53 鉄��40 蔦3���R�28 

足和田 �#C��209 �#�r�192 蔦����R�19 

勝山 鉄32�442 �3���352 途縒R�379 

富士ケ嶺 ���0 ���0 辻�0 

士河口湖町 �2ﾃSs��3,405 �2ﾃs3��3,941 椿ﾆﾂ�"R�3.499 

鳴沢村 �836 田�b�481 鼎C��6.5% 鼎sr�

富士吉田市 �2,669 �"ﾃ塔"�3,155 �"ﾃs3��-7.9% �"ﾃS#2�

忍野村 �91 涛��15 ���- ���

山中湖村 �415 �3#R�297 �#S2�3.2% �#c��

西桂町 �80 塔��83 塔2�-8.4% 都b�

都留市 �140 ��Cb�145 ��C"�-80.3% �#��

道志村 �0 ���0 ���- ���

大月市 �0 ���0 ���- ���

県内他市町村 �0 ���0 ���- ���

合計 �7,809 途ﾃcC"�7,915 途ﾃc�b�-9.8% 澱ﾃツB�

1日平均(人) �26.7 �#b���26.8 �#b���-7.5% �#B���

稼働日数 �292 �#釘�295 �#�2�-2.4% �#ッ�

②通所介護要介護者教｢富士山荘｣ (延人数)

平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 兌ﾙ�ﾃ#ID�7��対前年度比(A) 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��

管 ��I,2�546 鉄3r�529 �3ィ�-38.0% �#3��

小立 �"�8 塔"�35 鼎#���R�182 37 

河口 ���0 ���0 辻�

大石 ��r�116 塔"�0 辻�0 

足和田 ���0 ���0 辻�0 

勝山 ���B�188 �##��374 免ﾂ繧R�418 

富士ケ嶺 ���0 ���0 辻�0 

士河口湖町 田s��849 涛#��793 ����2R�875 

鳴沢村 �468 鼎s��445 鼎モ�-7.4% 鼎S"�

富士吉田市 �480 鼎Cb�512 鼎���26.7% 鉄���

忍野村 �0 ���0 ���- ���

山中湖村 �0 ���0 ���- ���

西桂町 �0 ���0 ���- ���

都留市 �0 ���0 ���- ���

道志村 �0 ���0 ���- ���

大月市 �0 ���0 ���- ���

県内他市町村 �0 ���0 ���- ���

合計 �1,627 ��ﾃssB�1,878 ��ﾃc���9.2% ��ﾃイR�

1日平均(人) �6.8 途�2�7.7 澱纈�ll.9% 途繧�

稼働日数 �241 �#C2�244 �#CB�-2.5% �#3��
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5.地域医崇等実施状況

①地域医療実施状況
(単位:人)

平成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 兌ﾙ�ﾃ#ID�7��対前年度比 (%) 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��

健 �.葦ｨﾉ(ﾔ��i&b�2,284 �"ﾃ�c��1,976 ��ﾃCs"�-6.7% 亦ﾃ3s2�

成人病検診 ���"�155 �#c��209 ��B繧R�240 

人間ドック ��ィ�186 ��釘�182 蔦B纈R�173 

政府管掌検診 ��ﾃScr�1,744 ��ﾃ��r�1,906 唐纈R�2,076 

その他 田s��608 鼎S��405 蔦"�"R�396 

康診断計 釘ﾃ��R�4,854 釘ﾃs澱�4,174 �"��R�4,258 

学校等健康指導 �865 塔c2�856 涛�"�4.7% 涛SR�

乳児検診.特乳精健 �667 都3b�760 都sR�0.8% 都���

栄養改善指導等 �541 �#cR�404 鼎C"�21.5% 鉄3r�

施設研修受入 �0 塔R�81 �3B�135.3% 塔��

合計 �6,888 澱ﾃ��2�6,897 澱ﾃ33r�4.3% 澱ﾃc���

②地域別部門別活動状況

市町村.院内関連部局 実施項目 剳x 冤"�富 僖R�山 �;��蛛 伜"�蛛 

士 ��"�士 冢ﾂ�中 �(��内 凉ﾂ�関 

河 口 潤 町 丿��士 日 田 市 丿��湖 村 丿��他 市 町 柿 侈r�轤�YB�係 

1 舒仂hﾉ��b��鶯�(鶯��○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��○ 

2 �?ｸ髦ﾉ��b�uﾉf��ｨ霻�○ �� �� �� �� 

3 凵� ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

4 乂xﾕｩ9佶��b�○ �� �� �� ��○ 

5 �*ﾉ�ｨﾉ(ﾔ�,8*ﾘ.��I�仄hｶ8橙� ��ｲ� �� �� �� 

6 �*ﾉ�ｨﾙ�]ｸ戊�8効醜橙�○ �� �� �� �� 

7 丶8､�Xﾎﾈ踪ﾊH�2�○ ��ｲ�○ ��ｲ� ��ｲ� ��ｲ�○ 

8 倡9*ﾉ�ｩ9俐8+Xｷ靜ﾂ緯Hﾆb��○ ��ｲ�○ �� �� ��ｲ�○ 

-5-

医 豫R�検 佝��事 

局 侏��杏 們ｲ�務 

部 兀B�線 部 兀B�

0 ��ｲ�○ ��ｲ�○ 

○ �� �� 

○ ��ｲ� ��○ 

○ �� �� 

○ �� �� 

○ �� �� 

○ ��ｲ� ��○ 

○ ��ｲ� �� 



③各種イベント･競技会-の職貝派遣

- 俘�mｨｾiZ｢�平成21年度 剳ｽ成2 �)D�7��平成23年度 剳ｽ成2 的D�7��一半成i25年l芭 医師 豫Xﾎﾈ蹌�医師 豫Xﾎﾈ蹌�医師 豫Xﾎﾈ�2�医師 豫Xﾎﾈ蹌�医師 豫Xﾎﾈ蹌�

競技会 ��ﾈﾌ�8ﾘ�ｸ6�8ﾈ�ｸ5��1 ��1 ��1 ��1 ��1 ��

精進湖カヌー 鏡技 ��6 ��6 ��ll ��6 ��7 

チャリティー駅伝 ���1 ���2 ��1 �� �� 

ゴルフ競技会 �� �� ��4 ��5 ��5 

富士山マラソ ン �� �� �� ��� �� 

身体障害者ス ポーツ大会 �� �� �� ��2 �� 

日干冊イクルグラ ンプリ �"�2 �"�2 �"�2 �"�2 ��2 

富士山国際ノ ルディックラン �� �� �� �� ���1 

富士鳴沢紅葉 ロードレース �� �� �� �� ��� 

イベント ��ﾘﾋｨﾏhﾝX.�� �"� �"� �� �"� ���

もみじマーチ �� �� ��2 �� �� 

その他 儻域ﾘ�(ﾍﾈﾘym｢�ｷ靜ﾂ� ��"� ��"� ��"� ��"� ��B�

修学旅行 ��I ��1 ��1 �� ��1 

青少年赤十字スタ ディー研修 ��3 �� ��3 ��3 �� 

青少年赤十字 海外研修 ��1 �� ��2 ��3 �� 

計 �4 �#��4 �#R�3 �3��4 �3R�3 �3��

6.母親学級実施状況(院内)

臆ii国王要害 剳ｽ成21年度 兌ﾙ�ﾃ#)D�7��平成23年度 兌ﾙ�ﾃ#ID�7��平成25年度 

第-課 丶ｨﾜ8���B�4 澱�6 途�5 

参加者(本人 田��76 鉄��53 鼎��

参加者(夫) 迭�4 ���I 白�

実施内容 朝DI��(h,ﾈ哩wｲ粐粐粨ｬyyﾘ哩wｸ贅�
*妊娠中の過ごし方...産科医師､助産師 

第二課 丶ｨﾜ8���B�18 �#B�24 �#2�20 

参加者(本人 �#c��291 �#湯�317 �#ィ�

参加者(夫) �##��189 ��ビ�182 ��Cr�

実施内容 暢*亥�,ﾈﾆ��,h曁+(+Y_ｲｩDIWy�ﾉ���
*呼吸法.補助動作*分娩室.病棟見学 

第三課 丶ｨﾜ8���B�5 迭�5 迭�6 

参加者(本人 ��#��112 �����73 涛"�

参加者(夫) 澱�2 途�3 澱�

実施内容 朝�H+�.�/�,ﾉ�"ｩ?ﾈ���儖YV��
*入院中のスケジュール*産後の身体の変化と過ごし方 

開催回数計 �27 �3R�35 �3R�31 

参加者(本人)汁 �457 鼎s��457 鼎C2�417 

参加者(夫)計 �231 ��迭�195 ��ッ�154 
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7.赤十字講習会等開催状況

ー 俎X�ｾiZ｢�兌ﾙ�ﾃ#�D�7��剳ｽ成22年度 劔[ﾙ�ﾃ#9D�7��剳ｽ成24年度 劔[ﾙ�ﾃ#YD�7��開催回数 假8ﾗX�)�B�指導員数 丶ｨﾜ8���B�受講者数 倡y;�什�B�開催回数 假8ﾗX�)�B�指導員数 丶ｨﾜ8��ｻ2�受講者数 倡y;�什�B�開催回教 假8ﾗX�(ｻ2�指導員数 

健康生活 支援講習 �%ｨｯ｢�講習 �"�138 �2�1 �����1 釘�121 迭�6 ���b�7 ���64 ���
基礎講習 �2 �3��5 ���6 �"�1 �#��2 �� �� �� 

養成講習 � �� ���14 �"�1 釘�1 �� ��1 ��B�2 

小計 剴B�169 唐�3 ��#��5 澱�146 唐�6 ���b�7 �"�78 �2�

救急法 �%ｨｯ｢�習 唐�666 唐�3 鼎c��7 迭�677 ����3 田�R�13 釘�688 �#B�基礎 儿��1 ��b�1 ���12 �"�2 鉄��3 ���14 ���3 田2�5 

養成講習 �3 �3��5 釘�38 唐�2 �#r�5 迭�59 唐�3 �#��ll 

小計 剴�"�720 ��B�8 �.vﾆﾂ�17 湯�762 ����9 田モ�221 ����779 鼎��

幼児安全法 �%ｨｯ｢�講習 ���2 ���3 鉄r�3 �"�23 �"�2 �32�2 �� ��基礎 冉��2 鼎B�3 �� �� �� 迭�50 迭� �� 

養成 儿��I ����1 �"�36 �2�3 田��5 �"�43 唐�2 鼎��4 

小計 剴B�64 迭�5 涛2�6 蔦R�84 途�9 ��#b�15 �"�48 釘�

こころのケア �%ｨｯｨﾗX�����30 ���2 ��2�4 ���3 �"�1 唐�1 ���6 �"�基礎 冉��1 湯�1 �� �� �� �� �� �� 

養成 冉�� �� �� ��1 ��B�2 �� �� �� 

小計 剴"�39 �"�2 ��2�4 �"�17 釘�1 唐�1 ���6 �"�

災害時高齢 者支援講習 �%ｨｯ｢�習 ���9 ���4 鉄b�4 �"�86 �"�2 ���2�2 ���52 ���
基礎 做ｲ� �� �� �� �� �� �� �� 

養成 冉�� �� �� �� �� �� �� �� 

小計 剴��9 白�4 鉄b�4 �"�86 �"�2 ���2�2 ���52 ���

雪上安全法 �%ｨｯｨﾗX�����4 ��� �� �� �� �� �� ��基礎 冉�� �� �� �� �� �� �� �� 

養成講習 � �� �� �� �� �� �� �� 

小計 剴��4 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���

計 剴#B�1,005 �3��22 都�2�36 �#B�1,095 �3��27 ��ﾃ�C��47 ��b�963 鉄��



8.平成25年度救護活動等実施状況

①救護貝殻(平成26年3月31日現在)

職種 �8蹌�看護師長 豫Xﾎﾈ蹌�助産師 佶�扱ｨ蹌�放射線 技師 凉ﾘｧr�|96韆ﾒ�臨床工 学技士 �靜ﾂ�Y�8贅�事務職 員 佗b�

人数 釘�8 田��1 ���1 ���1 ���3 塔"�

②日本DMAT登録者

職種 �8蹌�看護師 冩(ﾝﾈ蹌�検査技師 兩ｨ��ﾂ�ｵｨ蹌�事務職 員 妊ﾔ�B�6�竟"�

人数 釘�ll ���1 ���6 �#B�

③救護員の養成･訓練回教

主催者 們�郢?｢�時間 日数 亶r�修会への 伜����)�B��ﾂ����研修の内容 ��
医師 豫Xﾎﾈ�2�医療技術 倬ik��X蹴�基礎講義 們�k�ﾗXｶ��実技演習 

病院防災｣トリ アージ訓練 伜)yﾉ�Xｧr�5/25 ��?｢�1 ��I �� �� 

広域医療｣搬送等 研修会 伜)yﾈﾊr�6/21 ��?｢�1 ��� ��� �� 

山梨県地震防災訓 練 伜)yﾈﾊr�9/1 ��?｢�1 �"� �"� ��○ 

災苦派遣医療チー ム(DMAT)技能維 持研修 佰ｩ�i┼:ﾒ���(iYB�7X8ﾘ6(4竰�10/8-9 �)?｢� �2�1 ��� ��ｲ� 

日赤第2フロック支 部災害救護訓 練 �?ｩ�I�c"�7X8ﾘ6(4韈��YB�10/20-21 �)?｢�1 �2�1 ��� ��ｲ�○ 

災害派遣医療チー ム(DMAT)実動訓 練 佰ｩ�i┼:ﾒ�ｬr�(iYB�7X8ﾘ6(4竰�ll/2-3 �)?｢�1 �"�1 ��� ��○ 

富士.東部地区大 規模災害時医療救 護訓練 伜)yﾈﾊr�ll/20 ��?｢� �� �� �� 

山梨県災害医療 従事者研修 伜)yﾈﾊr�12/14 ��?｢� �"� ��○ ��ｲ� 

全国赤十字救護班 研修会 �?ｩgｹ�H��鬨���平成26年 1/ll-13 �9?｢�1 �"� �"� ��ｲ�○ 

統括DMAT研修 佰ｩ�i┼:ﾒ�ｬr�平成26年 1/20-21 �)?｢�1 �� �� ��ｲ�○ 

計 �� ��7 ��R�4 唐� �� 

④救護装備･苦機材教(平成26年3月31日親柱)

装備.資機材 �9|85ｨ62�携帯型 医療セット �4x4�6X92�担架 ��ﾈ�I���B�発電機 ��)�Xｴ��衛星電話 弌ｹ��6I�"�業務用 無線機 

セット数 �"�2 白�2 �2�2 ���2 白�8 
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県県県都川県県県県県県県県府府県県山県県県城玉葉京奈梨潟井阜岡知重賞都阪庫良歌山口崎茨埼千東神山新福岐静愛三滋京大兵奈和岡山長

団体)  (人数)

3　　103

1121

ピーH-

05315051495431673111 908

0 16878047∞75508358899no80500810503　51986370632111161　　　　　　2　　　1　1

○○

238 29,815

内訳Ⅱ　　　　　　(団体) (人数)

小学校　　79　9,431

中学校　123 15,721

校　　　　26　2,701

大　学　　　3　1,447
一　般　　　7　　515

ロ　計　　23829,815

団　体　数　　238　　団体

人　　数　29,815　人

診療依頼分布図

沖　　縄

0団体

0人
0.00　%

中　　国

2団体

226人

0.76　%

乱掘

九　　州

1I団体

117人

0.39　%

【平成25年度】

北　海　道

0団体

0人

0.00　%

北　　陸

5団体

547人

近　畿　　1･83%

34団体

4,412人

14.80　%

｣

中国　ノ　近畿

四国

四　　国

0団体
0人

0.00　%

中部

東北

1

十一一一i･

間東

中　　部

29団体

4,555人

1528　%

さ劇i逓

東　　北

0団体

0人

0,00　%

関　　東

167団体

19,958人

66.94　%


