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1.入院･外来患者数詞

①年度別入院･外来患者教の推移(一般･長期寮養型病棟)

140,000

120.000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

ー●-入院患者数-○-外来患者数

"一一°÷1-十一一｡｡_｡__.二_+__一｡

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26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26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)

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26年度

~一一一一_ 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 

0-5 都Sb�807 都ビ�867 涛c��1,007 涛�r�981 

6--14 ��s"�123 ��c2�158 �#�R�243 ��sr�164 

15-19 鉄b�75 田��53 田��72 塔��71 

20-29 鉄C��564 鉄ィ�567 田�R�556 田唐�617 

30-39 田sr�787 都sr�813 塔#��831 涛���861 

40-49 �3�B�312 �3���262 �3�2�325 �3S��340 

50-59 鉄�R�500 鼎ッ�422 �3���372 鼎c��429 

60--69 都c"�810 都sB�711 都�"�708 塔3B�804 

70才以上 �2��C"�2_926 �"繝S��2ー912 �%�#��3ー125 �2�#�B�3ー004 

汁 澱繝#2�ー6.904 澱縱�2�6.765 澱纉s��7,239 途緜���17.271 
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2.入院患者における診療圏

療圏 兌ﾙ�ﾃ"�

大月和3.2鯖 �+Xｩ��

2.5% ��

密蛙Pr ��

部田海10.棚 ��

諒口中i調印30.9鯖 ��
通電11 ��

0.5鯖 ��

職掌醐 ��

欝常山軸6.6% ��

3.7物32.3%3.6% ��

一_一一一一一一i- ��

ー 僣22年度 買#9D�7��H24年度 買#YD�7��対前年度 比(%) 買#iD�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(%) 

富 ��I,2�8,919 ���ﾃsビ�10,315 免ﾂﾃ�#��-6.1% ���ﾃ3C��(54.2%) 

中立 �2ﾃC#��3,748 �2ﾃツ��3,420 蔦b縒R�3,192 茶�b縒R��

肩口 ��ﾃS3R�1,448 ��ﾃs���1,549 蔦B綯R�1,477 茶r縒R��

大石 塔S��1,247 ��ﾃ�3B�1,226 蔦�絣R�1,220 茶b紕R��

勝山 ��ﾃ��ﾓb�1,701 ��ﾃcs��1,837 �"綯R�1,884 茶偵坦��

足和田 涛�r�478 塔C��756 蔦#2絣R�578 茶2��R��

富士ケ嶺 �3S2�342 辻ﾒﾓ#ヲ�535 ��偵BR�400 茶"��R��

士河口湖町 ��rﾃ��r�19,751 ��津sC"�20,144 蔦R�"R�19,100 �3�纈R�

鳴沢村 �1,930 �"ﾃ#コ�2,186 �"ﾃ�C��5.9% �"ﾃ#sR�3.7% 

富士吉田市 �22,713 �#"ﾃ����21,559 �#�ﾃsS��-8.3% ��津鉄"�32.3% 

忍野村 �2,802 �2ﾃCs��3,676 �2ﾃcCR�12.8% 釘ﾃ����6.6% 

山中湖村 �2,698 �"ﾃsCb�2,375 �"ﾃc迭�-17.3% �"ﾃ##��3.6% 

西桂町 �1,663 ��ﾃss��1,563 ��ﾃs3b�-ll.9% ��ﾃS#��2.5% 

都留市 �4,583 釘ﾃS���6,030 迭ﾃ鼎��ll.0% 澱ﾃc�B�10.7% 

道志村 �528 鉄���657 鼎釘�-33.0% �33��0.5% 

大月市 �2,820 ��ﾃ塔r�1,613 ��ﾃ��r�3.9% ��ﾃ塔"�3.2% 

その他市町木 �1,267 ��ﾃ#迭�1,454 ��ﾃ#モ�-7.6% ��ﾃ����1.9% 

県内計 �58,921 田�ﾃS3"�60,855 田�ﾃscR�-4.0% 鉄津3�"�95.9% 

県外 �2,826 �"ﾃイR�2,510 �2ﾃS�r�-27.9% �"ﾃS3R�4.1% 

計 �61,747 田2ﾃ3sr�63,365 田Rﾃ#�"�-5.3% 田�ﾃ�3r�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

ー 僣22年度 買#9D�7��H24年度 買#YD�7��対前年度 比(%) 買#iD�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(%) 

富 ��I,2�25,801 �#Bﾃャ��23,928 �#2ﾃ�3B�7.0% �#Rﾃc#��(56.2%) 

小立 唐ﾃ#3R�7,786 途ﾃC#��7,646 唐紕R�8,286 茶�ゅ"R��

河口 �2ﾃ3#R�2,891 �2ﾃ��b�3,058 湯紕R�3,344 茶r�2R��

大石 �"ﾃ#sB�2,066 �"ﾃ��"�2,142 ��偵rR�2,564 茶R綯R��

勝山 �2ﾃ#���3,064 �2ﾃ�s2�3,368 �#ゅ�R�4,314 茶偵RR��

足和田 ��ﾃscr�1,801-- ��ﾃss��1,019 �"�"R�1,041 茶"�2R��

富士ケ嶺 涛���788 都c��615 蔦3R紕R�397 茶�纈R��

河口湖町 鼎RﾃS#"�43,277 鼎"ﾃ�sr�41,782 湯��R�45,566 �3偵BR�

鳴沢村 �5,048 迭ﾃ3���4,840 釘ﾃCs��7.1% 釘ﾃs迭�4.2% 

富士吉田市 �36,052 �3Bﾃ3cr�33,207 �3"ﾃゴ"�I.4% �32ﾃ3#r�28.9% 

忍野村 �6,600 澱ﾃ�cB�6,137 澱ﾃ#�"�10.2% 澱ﾃ�3B�6.0% 

山中湖村 �4,696 釘ﾃs�r�4,354 釘ﾃ�迭�13.8% 釘ﾃss2�4.1% 

西桂町 �2,312 �"ﾃ3���2,284 �"ﾃC�B�-1.9% �"ﾃ3cr�2.0% 

都留市 �7,224 途ﾃCヲ�7,619 途ﾃ����15.9% 湯ﾃ����7.9% 

道志村 �685 都sB�707 都S"�6.0% 都途�0.7% 

大月市 �3,261 �"ﾃ都2�2,674 �"ﾃc�b�1.2% �"ﾃcC��2.3% 

その他市町ホ �1,961 ��ﾃゴR�1,687 ��ﾃSSR�-5.4% ��ﾃCs��1.3% 

県内計 �113,361 ���津##R�105,686 ���Bﾃゴb�6.7% ����ﾃゴ��96.8% 

県外 �3,768 �2ﾃc���3,456 �2ﾃsS��-2.7% �2ﾃcSb�3.2% 

汁 �117,129 ���"ﾃ�32�109,142 ���づc�R�6.4% ���RﾃS�B�100.0% 

※( )内は町内占有率
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4.通所介護事業実績

①適所リハビリテーション要介護者教｢あかまつ｣ (延大赦)

平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��対前年度比(%) 兌ﾙ�ﾃ#iD�7��

管 ��I,2�2,092 �"ﾃCs��2,447 �"ﾃ�SR�-1.7% �"ﾃ����

小立 ��c��173 �3#��408 蔦�"ﾃrR�356 

河口 鼎C��520 鉄���510 ��2纈R�581 

大石 鉄2�50 鼎��28 ��S2綯R�71 

足和田 �#���217 ���"�19 田�R�2R�134 

勝山 鼎C"�300 �3S"�379 蔦偵�R�345 

富士ケ嶺 ���0 ���0 ��0 

河口湖町 �2ﾃC�R�3,739 �2ﾃ鼎��3,499 �2��R�3,605 

鳴沢村 �606 鼎���448 鼎sr�22.4% 鉄ィ�

富士吉田市 �2,982 �2ﾃ�SR�2,739 �"ﾃS#2�6.1% �"ﾃcs��

忍野村 �98 ��R�0 ��� ���

山中湖村 �325 �#途�253 �#c��12.3% �#�2�

西桂町 �80 塔2�83 都b�7.9% 塔"�

都留市 �146 ��CR�142 �#��-100.0% ���

道志村 �0 ���0 ��� ���

大月市 �0 ���0 ��� ���

県内他市町村 �0 ���0 ��� ���

合計 �7,642 途ﾃ��R�7,606 澱ﾃツB�5.5% 途ﾃ#C"�

1日平均(人) �26.0 �#b繧�26.0 �#B���2.6% �#B綯�

稼働日数 �294 �#迭�293 �#ッ�2.8% �#釘�

②適所介護要介護者教｢富士山荘｣ (延大赦)

平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��対前年度比(%) 兌ﾙ�ﾃ#iD�7��

管 ��I,2�537 鉄#��384 �#3��29.4% �3���

小立 唐�82 �3R�182 鼎ゅ坦�271 

河口 ���0 ���37 ��66 

大石 ���b�82 ���0 ��0 

足和田 ���0 ���0 ��0 

勝山 ��モ�228 �3sB�418 蔦�b縒R�348 

富士ケ嶺 ���0 ���0 ��0 

河口湖町 塔C��921 都�2�875 ��2絣R�993 

鳴沢村 �479 鼎CR�488 鼎S"�6.4% 鼎���

富士吉田市 �446 鉄�"�409 鉄���-18.1% 鼎#B�

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 �1,774 ��ﾃピ��I,690 ��ﾃイR�2.9% ��ﾃン��

1日平均(人) �7.3 途縒�6.9 途繧�0.8% 途繧�

稼働日数 �243 �#CB�244 �#3��2.1% �#C2�
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5.地域医療等実施状況

①地域医療実施状況
(単位:人)

平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��対前年度比 (%) 兌ﾙ�ﾃ#iD�7��

徳 �.葦ｨﾉ(ﾔ��i&b�2,161 ��ﾃ都b�1,472 ��ﾃ3s2�9.2% ��ﾃS���

成人病検診 ��SR�268 �#���240 途纈R�259 

人間ドック ��ッ�194 ���"�173 蔦"纈R�168 

政府管掌検診 ��ﾃsCB�1,907 ��ﾃ��b�2,076 途�"R�2,225 

その他 田���451 鼎�R�396 �2繧R�411 

康診断計 釘ﾃゴB�4,796 釘ﾃ�sB�4,258 途�"R�4,563 

学校等健康指導 �863 塔Sb�912 涛SR�-4.0% 涛�r�

乳児検診.特乳棒健 �736 都c��775 都���9.5% 塔SR�

栄養改善指導等 �265 鼎�B�442 鉄3r�-13.4% 鼎cR�

合計 �6,718 澱ﾃ��b�6,303 澱ﾃS3��4.1% 澱ﾃ����

②地域別部門別活動状況

市町村.院内関連部局 実施項目 刹{ 冤"�富 僖R�山 �;��県 伜"�県 

士 ��"�士 冢ﾂ�中 �(��内 凉ﾂ�関 

河 口 潤 町 丿��士 日 田 市 ��｢�潤 柿 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�○ �� �� �� �� 

3 冰ﾉf��ｨ霻�○ ��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 倡9*ﾉ�ｩ9俐8+Xｷ靜ﾂ緯Hﾆb��○ ��ｲ�○ �� �� ��ｲ�○ 
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医 豫R�検 佝��事 

局 佩ﾂ�杏 們ｲ�務 

部 兀B�線 部 兀B�

0 ��ｲ�○ ��ｲ�○ 

○ �� �� 

○ ��ｲ� ��○ 

○ �� �� 

○ �� �� 

○ �� �� 

○ ��ｲ� �� 



③各種イベント･競技会-の職員派遣

- 俘�mｨｾiZ｢�平成22年度 剳ｽ成23年度 剳ｽ成24年度 剳ｽ成25年度 剳ｽ成26年度 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�2�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 競技 ��6 ��ll ��6 ��7 ��2 

チャリティー駅伝 ���2 ��1 �� �� �� 

ゴルフ続投会 �� ��4 ��5 ��5 ��5 

富士山マラソ ン �� �� ��� �� �� 

身体障害者ス ポーツ大会 �� �� ��2 �� �� 

日刊ザイルグラ ンプリ �"�2 �"�2 �"�2 ��2 ��2 

富士山国際ノ ルディックラン �� �� �� ���I ���2 

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�(ﾍﾉ�Im｢�ｷ靜ﾂ� ��"� ��"� ��"� ��B� �"�

修学旅行 ��1 ��1 �� ��1 �� 

青少年赤十字スタ ディー研修 �� ��3 ��3 �� �� 

青少年赤十字 海外研修 �� ��2 ��3 �� �� 

計 �4 �#R�3 �3��4 �3R�3 �3��3 ��2�

6.母親学級実施状況(院内)

平成22年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 

開催回数 �#B�24 �#B�24 �#B�

参加者(本人) �#���299 �3�r�284 �#s��

参加者(夫) ��ヲ�187 ���"�147 ��3b�

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 
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7.赤十字講習会等開催状況

- 俎X�ｾiZ｢�兌ﾙ�ﾃ#)D�7��剳ｽ成23年度 劔[ﾙ�ﾃ#ID�7��剳ｽ成25年度 劔[ﾙ�ﾃ#iD�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���B�受講者数 倡y;�什�B�開催回数 假8ﾗX�)�B�指導員数 

健康生活 支援講習 �%ｨｯ｢�冒 ���100 ���4 ��#��5 澱�116 途�1 田B�1 ���21 ���
基礎 做ｲ�I 澱�2 ���21 �"� �� �� ��1 免ﾂ�2 
"養成 儿��1 ��B�2 白�4 ��� �� ���14 �"�1 澱�1 

小計 剴2�120 迭�6 ��Cb�8 澱�116 途�2 都��3 �2�38 釘�

救急法 �%ｨｯ｢�冒 �2�461 途�5 田sr�10 �2�615 ��2�4 田モ�24 �2�700 途�基礎 冉��1 ��"�2 �"�58 �2�1 ��B�1 �2�63 迭�3 鉄2�5 
"萎戌 ���b�4 �3��8 �"�27 迭�5 鉄��8 �2�28 免ﾂ�4 鼎��12 

小計 剴��511 ��r�9 都c"�18 湯�688 �#"�10 都s��40 ����801 �#B�

幼児安全法 �%ｨｯ｢�冒 �2�57 �2�2 �#2�2 �"�33 �"� �� �"�31 �"�基礎 儿�� �� �� ��5 鉄��5 �� ��1 �#"�2 

養茂 冉��2 �3b�3 �2�61 迭�2 鼎2�8 �"�48 釘�4 田��5 

小計 剴R�93 澱�5 塔B�7 湯�126 ��R�2 鼎��4 途�121 湯�

こころのケア �%ｨｯ｢�習 �"�13 釘�1 �2�2 白�8 ���I 澱�2 �� ��基礎 儿�� �� �� �� �� �� �� �� 

賽成 冉�� �� ���14 �"� �� �� �� �� 

小計 剴"�13 釘�2 ��r�4 ���8 ���1 澱�2 ���0 ���

災害時高齢 者生活支援 講習 �%ｨｯｨﾗX��釘�56 釘�2 塔b�2 �"�lo§ �"�1 鉄"�1 �2�64 �2�

基礎 儿�� �� �� �� �� �� �� �� 

"養成 儿�� �� �� �� �� �� �� �� 

小計 剴B�56 釘�2 塔b�2 �"�103 �"�1 鉄"�1 �2�64 �2�

計 剴#"�793 �3b�24 ��ﾃ�迭�39 �#r�1,041 鼎r�16 涛c2�50 �#2�1,024 鼎��



8.平成26年度救護活動等実施状況

①救護貝教(平成27年3月31日現在)

職稽 �8蹌�看護師長 豫Xﾎﾈ�2�助産師 佶�扱ｨ蹌�放射線 技師 俥ﾈｼb�|96韆ﾒ�臨床工 学技士 �靜ﾂ�Y�8贅�事務職員 偬��

人数 釘�8 田"�1 ���1 ���1 ���3 塔2�

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�ｸ育B�事務職貝 凩X��ﾔ��ｧxｵｨ贅�理学 蕪法士 妊ﾔ�B�6�竟"�

人数 迭�12 ���I ���6 ���1 �#��

③災害救護活動

派遣先 僥位ﾘｯｨｭB�救護班要員 劔佗b�

医師 豫Xﾎﾈ�2�事務職貝 �� 

長野県御嶽山噴火 �+ynﾈﾊyzr�m��ﾙV����9128-29 ���2 �"� ��5 

※　山梨県からの出動依頼にてDMATlチーム編成にて出動する｡

④救護貝の養成･訓練回教

主催者 們�郢?｢�時間 日数 侈H�r�箆.訓練-の参加者数(人) 劍ﾊFﾂ�珍.訓紋の内容 
医師 豫Xﾎﾈ蹌�医療技術 倬ik��X蹴�基礎請義 們�k�ﾗXｶ��実技演習 

若彦トンネル内多数 傷病者対応訓練 儻域ﾘﾍﾈﾌ����f曳ｹYB�5I21 ��?｢�1 �"� �"� ��○ 

富士.東部地区大規 模災害時医療救護訓 練 伜)yﾈﾊr�10127 ��?｢� �� �� ��○ 

平成26年度山梨県 広域医療搬送訓練 伜)yﾈﾊr�llIl ��?｢�1 �"�1 ��� ��○ 

日赤第2ブロック支部 災害救護訓練 �?ｩ�I�c"�7X8ﾘ6(4韈浦B�Il′s-4 �)?｢�1 �2�1 白� ��ｲ�○ 

日赤原子力災害対応 基礎研修会 �?ｩgｹ�H��鬨���1115 ��?｢�1 ��1 ��○ ��ｲ� 

日赤第3ブロック支部 災害救護訓練 �?ｩ�I�c2�7X8ﾘ6(4韈浦B�11116-)17 �)?｢�1 �2�1 ��� ��ｲ�○ 

緊急自動車安全運転 授能合同訓練 �?ｩ�H綬���ﾊx迚YB�llI17 ��?｢� �� ��� ��ｲ�○ 

山梨県災害医療従事 者研修 伜)yﾈﾊr�12I13 ��?｢�1 �"�2 ��� ��ｲ� 

平成26年度DMAT 隊員養成研修 佰ｩ�i┼:ﾒ���12117- 20 的?｢�1 �"�2 ��○ ��ｲ�○ 

災害派遣医療チーム (DMAT)技能維持 研修 佰ｩ�i┼:ﾒ���(iYB�7X8ﾘ6(4竰�lI10--ll �)?｢�1 �"�1 �"� ��ｲ� 

災害派遣医療チーム (DMAT)技能維持 研修 佰ｩ�i┼:ﾒ���(iYB�7X8ﾘ6(4竰�lI28-29 �)?｢�3 迭�I �"� ��ｲ� 

平成26年度都道府 県災害医療コーディ ネート研修 俤�･��9|2�5ｨ985��ｲ�3120-22 �9?｢�1 �� ��○ ��ｲ� 

計 �� ��12 �#��10 免ﾂ� �� 

⑤救護装備･資機材教(平成27年3月31日現在)

装備.資機材 �9|85ｨ6(6r�携帯型 医療セット �4x4�6X986r�担架 ��ﾈ�I���B�発電機 ��)�Xｴ��衛星電話 佝y��6I�"�業務用 無線機 

セット数 �"�2 ���2 �2�2 ���2 ���8 



内訳I

内訳ロ

団　体　数

人　　数

北　海　道

茨　城　県

埼　玉　県

千　葉　県

東　京　都

神奈川県
山　梨　県

石　川　県

福　井　県

静　岡　県

愛　知　県

重　県

費　県

京　都　府

大　阪　府

兵　庫　県

奈　良　県

和歌山県
岡　山　県

広　島　県

愛　媛　県

福　岡　県

塞

(団体) (人数)

2　　　322

1　　　39

309116

9

8

649825152548807工　61

1　　　77

3　　　304

3　　　629

29　4,929

2　　　250

5　　　533

3　　　425

1 3　1 ,766

4　　　289

3　　　556

5　　　382

1　　160

3　　　686

2　　　276

1　　179

沖　縄　県　　　1　　　25

(団体)  (人数)

小　学　校　　44　4137

中　学　校　　94 12711

高等学校　　27　a143

大　　学　　　3　1,589
一　　般　　23　1.156

合　　計　191　22,736

191　　団体

22,736　人

診療依頼分布図

【平成26年度】

中　　国

4団体
846人

3.72　%

北　　陸

4団体

381人

1.68　%

中部

東北

)

メ L--'へ＼_.

〔間東

I

中国　　　近畿

四国

四　　国

2団体
276人

1.21 %

近　　畿

33団体
3,951人

17.38　%

中　　部

34団体

5,808人

25.55　%

沖　　縄

1団体

25人

0.ll %

北海道

北　海　道

2団体
322人

1.42　%

関　　東

110団体

10,948人

48.15　%


