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次期計画策定に向けた
基礎データ及び次期計画骨子（案）

令和2年度第1回松戸市高齢者保健福祉推進会議
令和2年8月24日（月）18：30 （新館7階大会議室）

資料3
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次期計画策定に向けた
基礎データ



人口推計（暫定値） １）2019年より前期（65歳～74歳）高齢者（62,505人）より後期（75歳以上）高齢者（63,992人）の方が多い
２）2040年には２号（40歳～64歳）被保険者（138,291人）より１号（65歳以上）被保険者の方が多くなる
３）外国人の高齢者が一定割合いる

3

推計→
年齢階層 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2030年 2035年 2040年

0 ～ 4 20,783 20,664 20,651 19,891 19,863 19,565 19,395 19,422 19,200 19,057 18,951 18,669 18,064 17,727 17,390 17,053 16,716 16,299 16,010 15,526

5 ～ 9 21,731 21,474 20,850 20,356 20,210 19,916 19,609 19,692 19,620 19,523 19,377 19,467 19,255 19,033 18,811 18,590 18,369 16,771 16,438 16,198

10 ～ 14 21,714 21,784 22,078 21,885 22,066 21,728 21,507 20,836 20,584 20,223 20,058 19,818 19,410 19,147 18,885 18,623 18,361 17,359 15,890 15,615

15 ～ 19 20,594 20,861 21,121 21,361 21,920 22,421 22,558 22,883 22,745 22,631 22,370 22,208 21,833 21,543 21,253 20,963 20,673 19,353 18,326 16,791

20 ～ 24 26,461 25,145 24,464 23,786 24,546 24,634 25,368 26,328 27,000 27,477 27,986 28,149 28,363 28,108 27,853 27,598 27,343 25,756 24,245 23,028

25 ～ 29 31,701 31,141 30,576 29,396 29,473 28,655 28,092 28,036 28,409 28,545 28,489 29,171 29,787 30,077 30,367 30,657 30,947 29,509 28,162 26,758

30 ～ 34 37,448 35,583 34,172 32,476 32,969 31,928 31,417 30,938 30,444 29,907 29,867 29,413 29,074 29,026 28,978 28,930 28,882 30,061 28,639 27,511

35 ～ 39 43,568 43,327 42,131 39,939 38,882 36,792 34,956 33,836 32,718 32,276 32,014 31,773 31,028 30,416 29,804 29,192 28,580 28,299 29,346 27,947

40 ～ 44 37,346 38,556 39,741 41,625 43,226 43,178 42,838 41,698 40,027 38,311 36,514 35,021 33,411 32,512 31,614 30,716 29,818 27,002 26,846 27,872

45 ～ 49 29,289 30,918 32,491 33,160 35,853 37,614 38,704 40,021 42,045 42,659 42,931 42,798 40,652 38,829 37,006 35,183 33,360 29,090 26,386 26,306

50 ～ 54 26,300 26,170 26,398 27,082 28,600 29,502 31,264 32,860 33,726 35,574 37,434 38,521 39,447 39,959 40,471 40,983 41,495 32,736 28,628 26,009

55 ～ 59 32,985 30,367 28,520 27,026 26,307 26,039 25,999 26,349 27,124 28,146 29,075 30,868 32,967 34,133 35,299 36,465 37,631 40,258 31,925 27,983

60 ～ 64 35,029 36,472 38,211 37,518 34,663 32,063 29,443 27,749 26,447 25,578 25,398 25,401 26,211 27,079 27,947 28,815 29,683 35,152 37,747 30,121

65 ～ 69 32,587 33,009 31,468 31,117 33,052 33,620 35,139 36,766 36,081 33,200 30,767 28,343 26,599 25,914 25,229 24,544 23,859 28,056 33,297 35,871

70 ～ 74 24,971 25,674 26,443 27,912 28,850 30,809 31,229 29,835 29,463 31,196 31,738 33,305 32,449 30,861 29,273 27,685 26,097 22,892 27,030 32,199

75 ～ 79 16,605 17,939 19,609 20,849 22,149 22,700 23,311 24,124 25,581 26,452 28,283 28,603 28,963 29,528 30,093 30,658 31,223 23,983 21,128 25,066

80 ～ 84 9,817 10,501 11,159 11,973 13,009 14,031 15,193 16,642 17,843 19,015 19,547 20,049 21,439 22,394 23,349 24,304 25,259 28,184 21,771 19,329

85 ～ 89 5,204 5,455 5,785 6,196 6,677 7,200 7,784 8,308 8,924 9,810 10,587 11,470 12,653 13,350 14,047 14,744 15,441 19,267 22,025 17,172

90 ～ 94 1,992 2,137 2,374 2,540 2,714 2,988 3,130 3,347 3,622 3,921 4,250 4,584 6,766 7,327 7,888 8,449 9,010 12,039 15,555 19,439

95 ～ 99 613 642 637 689 719 739 827 950 1,014 1,055 1,141 1,157

100 ～    75 75 107 119 128 141 156 153 170 177 184 206

計 476,813 477,894 478,986 476,896 485,876 486,263 487,919 490,773 492,787 494,733 496,961 498,994 498,371 496,963 495,557 494,152 492,747 482,066 469,394 456,741

被保険者 252,813 257,915 262,943 267,806 275,947 280,624 285,017 288,802 292,067 295,094 297,849 300,326 301,557 301,886 302,216 302,546 302,876 298,659 292,338 287,367

40 ～ 64 160,949 162,483 165,361 166,411 168,649 168,396 168,248 168,677 169,369 170,268 171,352 172,609 172,688 172,512 172,337 172,162 171,987 164,238 151,532 138,291

65 ～ 74 57,558 58,683 57,911 59,029 61,902 64,429 66,368 66,601 65,544 64,396 62,505 61,648 59,048 56,775 54,502 52,229 49,956 50,948 60,327 68,070

75 ～ 84 26,422 28,440 30,768 32,822 35,158 36,731 38,504 40,766 43,424 45,467 47,830 48,652 50,402 51,922 53,442 54,962 56,482 52,167 42,899 44,395

85 ～ 89 5,204 5,455 5,785 6,196 6,677 7,200 7,784 8,308 8,924 9,810 10,587 11,470 12,653 13,350 14,047 14,744 15,441 19,267 22,025 17,172

90 ～ 2,680 2,854 3,118 3,348 3,561 3,868 4,113 4,450 4,806 5,153 5,575 5,947 6,766 7,327 7,888 8,449 9,010 12,039 15,555 19,439

（75 ～） 34,306 36,749 39,671 42,366 45,396 47,799 50,401 53,524 57,154 60,430 63,992 66,069 69,821 72,599 75,377 78,155 80,933 83,473 80,479 81,006

高齢者 91,864 95,432 97,582 101,395 107,298 112,228 116,769 120,125 122,698 124,826 126,497 127,717 128,869 129,374 129,879 130,384 130,889 134,421 140,806 149,076

高齢化率 19.3% 20.0% 20.4% 21.3% 22.1% 23.1% 23.9% 24.5% 24.9% 25.2% 25.5% 25.6% 25.9% 26.0% 26.2% 26.4% 26.6% 27.9% 30.0% 32.6%

2号人口比 33.8% 34.0% 34.5% 34.9% 34.7% 34.6% 34.5% 34.4% 34.4% 34.4% 34.5% 34.6% 34.7% 34.7% 34.8% 34.8% 34.9% 34.1% 32.3% 30.3%

1号人口比 19.3% 20.0% 20.4% 21.3% 22.1% 23.1% 23.9% 24.5% 24.9% 25.2% 25.5% 25.6% 25.9% 26.0% 26.2% 26.4% 26.6% 27.9% 30.0% 32.6%

（前期） 12.1% 12.3% 12.1% 12.4% 12.7% 13.2% 13.6% 13.6% 13.3% 13.0% 12.6% 12.4% 11.8% 11.4% 11.0% 10.6% 10.1% 10.6% 12.9% 14.9%

（後期） 7.2% 7.7% 8.3% 8.9% 9.3% 9.8% 10.3% 10.9% 11.6% 12.2% 12.9% 13.2% 14.0% 14.6% 15.2% 15.8% 16.4% 17.3% 17.1% 17.7%

（参考）外国人
年齢階層 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2030年 2035年 2040年
計 10,642 11,032 12,034 13,275 14,425 15,631 16,470 17,493

0 ～ 39 7,033 7,303 8,152 9,183 10,075 11,001 11,614 12,299

40 ～ 64 3,291 3,394 3,496 3,689 3,928 4,169 4,361 4,649

65 ～ 74 217 231 264 277 279 307 338 379

75 ～ 84 77 79 93 96 113 118 117 129

85 ～ 24 25 29 30 30 36 40 0

高齢者 318 335 386 403 422 461 495 508

高齢化率 3.0% 3.0% 3.2% 3.0% 2.9% 2.9% 3.0% 2.9%

2号人口比 30.9% 30.8% 29.1% 27.8% 27.2% 26.7% 26.5% 26.6%

1号人口比 3.0% 3.0% 3.2% 3.0% 2.9% 2.9% 3.0% 2.9%

（前期） 2.0% 2.1% 2.2% 2.1% 1.9% 2.0% 2.1% 2.2%

（後期） 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7%


2009

												***　年齢階層別人口統計表　*** ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ヒョウ

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２１年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		240,165		女 オンナ		236,648		計 ケイ		476,813



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		10,688		10,095		20,783		4.36				35 ～ 39		22,963		20,605		43,568		9.14				70 ～ 74		12,119		12,852		24,971		5.24

		0		2,150		2,062		4,212		0.88				35		4,487		4,135		8,622		1.81				70		2,365		2,553		4,918		1.03

		1		2,146		2,017		4,163		0.87				36		4,717		4,191		8,908		1.87				71		2,672		2,844		5,516		1.16

		2		2,212		2,015		4,227		0.89				37		4,785		4,232		9,017		1.89				72		2,447		2,642		5,089		1.07

		3		2,029		1,956		3,985		0.84				38		4,486		4,102		8,588		1.80				73		2,498		2,553		5,051		1.06

		4		2,151		2,045		4,196		0.88				39		4,488		3,945		8,433		1.77				74		2,137		2,260		4,397		0.92

		5 ～ 9		11,126		10,605		21,731		4.56				40 ～ 44		19,892		17,454		37,346		7.83				75 ～ 79		7,727		8,878		16,605		3.48

		5		2,229		2,007		4,236		0.89				40		4,379		3,934		8,313		1.74				75		1,898		2,057		3,955		0.83

		6		2,206		2,122		4,328		0.91				41		4,268		3,758		8,026		1.68				76		1,784		2,015		3,799		0.80

		7		2,143		2,159		4,302		0.90				42		3,596		3,148		6,744		1.41				77		1,566		1,766		3,332		0.70

		8		2,315		2,207		4,522		0.95				43		3,856		3,289		7,145		1.50				78		1,268		1,606		2,874		0.60

		9		2,233		2,110		4,343		0.91				44		3,793		3,325		7,118		1.49				79		1,211		1,434		2,645		0.55

		10 ～ 14		11,046		10,668		21,714		4.55				45 ～ 49		15,541		13,748		29,289		6.14				80 ～ 84		3,963		5,854		9,817		2.06

		10		2,242		2,146		4,388		0.92				45		3,468		2,914		6,382		1.34				80		1,034		1,413		2,447		0.51

		11		2,231		2,130		4,361		0.91				46		3,220		2,886		6,106		1.28				81		920		1,229		2,149		0.45

		12		2,250		2,202		4,452		0.93				47		3,089		2,766		5,855		1.23				82		805		1,195		2,000		0.42

		13		2,165		2,073		4,238		0.89				48		2,896		2,623		5,519		1.16				83		710		1,069		1,779		0.37

		14		2,158		2,117		4,275		0.90				49		2,868		2,559		5,427		1.14				84		494		948		1,442		0.30

		15 ～ 19		10,514		10,080		20,594		4.32				50 ～ 54		13,451		12,849		26,300		5.52				85 ～ 89		1,507		3,697		5,204		1.09

		15		2,124		1,933		4,057		0.85				50		2,821		2,609		5,430		1.14				85		449		862		1,311		0.27

		16		2,092		1,998		4,090		0.86				51		2,617		2,462		5,079		1.07				86		360		817		1,177		0.25

		17		2,116		2,050		4,166		0.87				52		2,598		2,451		5,049		1.06				87		294		764		1,058		0.22

		18		2,078		2,002		4,080		0.86				53		2,622		2,667		5,289		1.11				88		220		700		920		0.19

		19		2,104		2,097		4,201		0.88				54		2,793		2,660		5,453		1.14				89		184		554		738		0.15

		20 ～ 24		13,704		12,757		26,461		5.55				55 ～ 59		16,194		16,791		32,985		6.92				90 ～ 94		515		1,477		1,992		0.42

		20		2,334		2,232		4,566		0.96				55		2,746		2,846		5,592		1.17				90		162		394		556		0.12

		21		2,437		2,237		4,674		0.98				56		3,004		3,027		6,031		1.26				91		101		345		446		0.09

		22		2,739		2,592		5,331		1.12				57		3,162		3,240		6,402		1.34				92		107		321		428		0.09

		23		2,934		2,827		5,761		1.21				58		3,362		3,615		6,977		1.46				93		84		238		322		0.07

		24		3,260		2,869		6,129		1.29				59		3,920		4,063		7,983		1.67				94		61		179		240		0.05

		25 ～ 29		16,581		15,120		31,701		6.65				60 ～ 64		17,148		17,881		35,029		7.35				95 ～ 99		122		491		613		0.13

		25		3,181		2,839		6,020		1.26				60		4,009		4,111		8,120		1.70				95		45		198		243		0.05

		26		3,273		3,002		6,275		1.32				61		4,338		4,482		8,820		1.85				96		35		98		133		0.03

		27		3,264		3,035		6,299		1.32				62		3,377		3,538		6,915		1.45				97		18		83		101		0.02

		28		3,361		3,004		6,365		1.33				63		2,446		2,547		4,993		1.05				98		12		81		93		0.02

		29		3,502		3,240		6,742		1.41				64		2,978		3,203		6,181		1.30				99		12		31		43		0.01

		30 ～ 34		19,734		17,714		37,448		7.85				65 ～ 69		15,619		16,968		32,587		6.83				100 ～    		11		64		75		0.02

		30		3,596		3,300		6,896		1.45				65		3,444		3,840		7,284		1.53				100		6		28		34		0.01

		31		3,756		3,376		7,132		1.50				66		3,203		3,468		6,671		1.40				101		0		16		16		0.00

		32		3,971		3,476		7,447		1.56				67		3,355		3,622		6,977		1.46				102		3		11		14		0.00

		33		4,004		3,641		7,645		1.60				68		3,009		3,208		6,217		1.30				103		2		5		7		0.00

		34		4,407		3,921		8,328		1.75				69		2,608		2,830		5,438		1.14				104		0		4		4		0.00





2010

												***　年齢階層別人口統計表　*** ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ヒョウ

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２２年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		240,736		女 オンナ		237,158		計 ケイ		477,894



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		10,629		10,035		20,664		4.32				35 ～ 39		22,809		20,518		43,327		9.07				70 ～ 74		12,352		13,322		25,674		5.37

		0		2,159		2,021		4,180		0.87				35		4,423		3,870		8,293		1.74				70		2,570		2,809		5,379		1.13

		1		2,186		2,089		4,275		0.89				36		4,459		4,153		8,612		1.80				71		2,334		2,542		4,876		1.02

		2		2,098		1,990		4,088		0.86				37		4,719		4,169		8,888		1.86				72		2,619		2,817		5,436		1.14

		3		2,174		1,989		4,163		0.87				38		4,769		4,243		9,012		1.89				73		2,388		2,621		5,009		1.05

		4		2,012		1,946		3,958		0.83				39		4,439		4,083		8,522		1.78				74		2,441		2,533		4,974		1.04

		5 ～ 9		10,988		10,486		21,474		4.49				40 ～ 44		20,539		18,017		38,556		8.07				75 ～ 79		8,373		9,566		17,939		3.75

		5		2,143		2,017		4,160		0.87				40		4,483		3,937		8,420		1.76				75		2,078		2,230		4,308		0.90

		6		2,198		1,989		4,187		0.88				41		4,350		3,921		8,271		1.73				76		1,840		2,031		3,871		0.81

		7		2,198		2,129		4,327		0.91				42		4,238		3,759		7,997		1.67				77		1,734		1,985		3,719		0.78

		8		2,143		2,143		4,286		0.90				43		3,588		3,128		6,716		1.41				78		1,509		1,742		3,251		0.68

		9		2,306		2,208		4,514		0.94				44		3,880		3,272		7,152		1.50				79		1,212		1,578		2,790		0.58

		10 ～ 14		11,118		10,666		21,784		4.56				45 ～ 49		16,431		14,487		30,918		6.47				80 ～ 84		4,387		6,114		10,501		2.20

		10		2,234		2,114		4,348		0.91				45		3,777		3,314		7,091		1.48				80		1,160		1,388		2,548		0.53

		11		2,245		2,138		4,383		0.92				46		3,454		2,916		6,370		1.33				81		968		1,359		2,327		0.49

		12		2,232		2,134		4,366		0.91				47		3,218		2,882		6,100		1.28				82		854		1,184		2,038		0.43

		13		2,243		2,202		4,445		0.93				48		3,077		2,765		5,842		1.22				83		751		1,158		1,909		0.40

		14		2,164		2,078		4,242		0.89				49		2,905		2,610		5,515		1.15				84		654		1,025		1,679		0.35

		15 ～ 19		10,664		10,197		20,861		4.37				50 ～ 54		13,441		12,729		26,170		5.48				85 ～ 89		1,623		3,832		5,455		1.14

		15		2,152		2,134		4,286		0.90				50		2,841		2,547		5,388		1.13				85		462		899		1,361		0.28

		16		2,111		1,934		4,045		0.85				51		2,803		2,629		5,432		1.14				86		403		818		1,221		0.26

		17		2,088		2,001		4,089		0.86				52		2,589		2,462		5,051		1.06				87		314		759		1,073		0.22

		18		2,134		2,063		4,197		0.88				53		2,593		2,442		5,035		1.05				88		253		703		956		0.20

		19		2,179		2,065		4,244		0.89				54		2,615		2,649		5,264		1.10				89		191		653		844		0.18

		20 ～ 24		12,905		12,240		25,145		5.26				55 ～ 59		15,026		15,341		30,367		6.35				90 ～ 94		517		1,620		2,137		0.45

		20		2,142		2,121		4,263		0.89				55		2,789		2,655		5,444		1.14				90		152		496		648		0.14

		21		2,400		2,302		4,702		0.98				56		2,746		2,845		5,591		1.17				91		137		342		479		0.10

		22		2,574		2,383		4,957		1.04				57		2,989		3,009		5,998		1.26				92		84		310		394		0.08

		23		2,813		2,633		5,446		1.14				58		3,154		3,225		6,379		1.33				93		79		274		353		0.07

		24		2,976		2,801		5,777		1.21				59		3,348		3,607		6,955		1.46				94		65		198		263		0.06

		25 ～ 29		16,421		14,720		31,141		6.52				60 ～ 64		17,865		18,607		36,472		7.63				95 ～ 99		127		515		642		0.13

		25		3,278		2,887		6,165		1.29				60		3,881		4,028		7,909		1.65				95		42		148		190		0.04

		26		3,177		2,853		6,030		1.26				61		3,957		4,090		8,047		1.68				96		32		157		189		0.04

		27		3,308		2,969		6,277		1.31				62		4,295		4,460		8,755		1.83				97		29		81		110		0.02

		28		3,278		3,016		6,294		1.32				63		3,317		3,506		6,823		1.43				98		15		64		79		0.02

		29		3,380		2,995		6,375		1.33				64		2,415		2,523		4,938		1.03				99		9		65		74		0.02

		30 ～ 34		18,729		16,854		35,583		7.45				65 ～ 69		15,777		17,232		33,009		6.91				100 ～    		15		60		75		0.02

		30		3,492		3,264		6,756		1.41				65		2,940		3,179		6,119		1.28				100		7		21		28		0.01

		31		3,570		3,243		6,813		1.43				66		3,410		3,824		7,234		1.51				101		5		20		25		0.01

		32		3,722		3,343		7,065		1.48				67		3,163		3,448		6,611		1.38				102		0		10		10		0.00

		33		3,960		3,403		7,363		1.54				68		3,304		3,594		6,898		1.44				103		1		6		7		0.00

		34		3,985		3,601		7,586		1.59				69		2,960		3,187		6,147		1.29				104		2		3		5		0.00





2011

												***　年齢階層別人口統計表　*** ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ヒョウ

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２３年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		240,988		女 オンナ		237,998		計 ケイ		478,986



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		10,576		10,075		20,651		4.31				35 ～ 39		22,226		19,905		42,131		8.80				70 ～ 74		12,578		13,865		26,443		5.52

		0		2,058		2,005		4,063		0.85				35		3,966		3,571		7,537		1.57				70		2,909		3,167		6,076		1.27

		1		2,140		2,035		4,175		0.87				36		4,407		3,874		8,281		1.73				71		2,496		2,781		5,277		1.10

		2		2,153		2,078		4,231		0.88				37		4,448		4,142		8,590		1.79				72		2,287		2,531		4,818		1.01

		3		2,074		1,989		4,063		0.85				38		4,684		4,109		8,793		1.84				73		2,560		2,793		5,353		1.12

		4		2,151		1,968		4,119		0.86				39		4,721		4,209		8,930		1.86				74		2,326		2,593		4,919		1.03

		5 ～ 9		10,687		10,163		20,850		4.35				40 ～ 44		20,988		18,753		39,741		8.30				75 ～ 79		9,252		10,357		19,609		4.09

		5		2,007		1,935		3,942		0.82				40		4,437		4,088		8,525		1.78				75		2,364		2,498		4,862		1.02

		6		2,157		1,993		4,150		0.87				41		4,438		3,903		8,341		1.74				76		2,019		2,193		4,212		0.88

		7		2,189		1,969		4,158		0.87				42		4,325		3,913		8,238		1.72				77		1,783		2,004		3,787		0.79

		8		2,196		2,121		4,317		0.90				43		4,207		3,733		7,940		1.66				78		1,651		1,947		3,598		0.75

		9		2,138		2,145		4,283		0.89				44		3,581		3,116		6,697		1.40				79		1,435		1,715		3,150		0.66

		10 ～ 14		11,243		10,835		22,078		4.61				45 ～ 49		17,349		15,142		32,491		6.78				80 ～ 84		4,646		6,513		11,159		2.33

		10		2,293		2,220		4,513		0.94				45		3,854		3,272		7,126		1.49				80		1,162		1,540		2,702		0.56

		11		2,232		2,119		4,351		0.91				46		3,772		3,314		7,086		1.48				81		1,089		1,362		2,451		0.51

		12		2,255		2,151		4,406		0.92				47		3,447		2,915		6,362		1.33				82		913		1,331		2,244		0.47

		13		2,224		2,142		4,366		0.91				48		3,213		2,883		6,096		1.27				83		801		1,169		1,970		0.41

		14		2,239		2,203		4,442		0.93				49		3,063		2,758		5,821		1.22				84		681		1,111		1,792		0.37

		15 ～ 19		10,810		10,311		21,121		4.41				50 ～ 54		13,725		12,673		26,398		5.51				85 ～ 89		1,869		3,916		5,785		1.21

		15		2,167		2,094		4,261		0.89				50		2,913		2,606		5,519		1.15				85		603		969		1,572		0.33

		16		2,160		2,128		4,288		0.90				51		2,844		2,531		5,375		1.12				86		413		844		1,257		0.26

		17		2,115		1,939		4,054		0.85				52		2,807		2,632		5,439		1.14				87		359		776		1,135		0.24

		18		2,132		2,029		4,161		0.87				53		2,587		2,468		5,055		1.06				88		278		699		977		0.20

		19		2,236		2,121		4,357		0.91				54		2,574		2,436		5,010		1.05				89		216		628		844		0.18

		20 ～ 24		12,551		11,913		24,464		5.11				55 ～ 59		14,198		14,322		28,520		5.95				90 ～ 94		521		1,853		2,374		0.50

		20		2,227		2,100		4,327		0.90				55		2,595		2,644		5,239		1.09				90		156		607		763		0.16

		21		2,203		2,196		4,399		0.92				56		2,761		2,632		5,393		1.13				91		125		437		562		0.12

		22		2,555		2,441		4,996		1.04				57		2,739		2,825		5,564		1.16				92		116		301		417		0.09

		23		2,715		2,466		5,181		1.08				58		2,962		3,004		5,966		1.25				93		67		269		336		0.07

		24		2,851		2,710		5,561		1.16				59		3,141		3,217		6,358		1.33				94		57		239		296		0.06

		25 ～ 29		15,973		14,603		30,576		6.38				60 ～ 64		18,591		19,620		38,211		7.98				95 ～ 99		134		503		637		0.13

		25		2,971		2,794		5,765		1.20				60		3,294		3,594		6,888		1.44				95		51		150		201		0.04

		26		3,234		2,920		6,154		1.28				61		3,826		4,016		7,842		1.64				96		33		119		152		0.03

		27		3,160		2,911		6,071		1.27				62		3,932		4,089		8,021		1.67				97		22		123		145		0.03

		28		3,324		2,975		6,299		1.32				63		4,262		4,430		8,692		1.81				98		20		62		82		0.02

		29		3,284		3,003		6,287		1.31				64		3,277		3,491		6,768		1.41				99		8		49		57		0.01

		30 ～ 34		18,042		16,130		34,172		7.13				65 ～ 69		15,014		16,454		31,468		6.57				100 ～    		15		92		107		0.02

		30		3,371		2,984		6,355		1.33				65		2,379		2,512		4,891		1.02				100		6		48		54		0.01

		31		3,444		3,217		6,661		1.39				66		2,892		3,137		6,029		1.26				101		2		14		16		0.00

		32		3,563		3,225		6,788		1.42				67		3,379		3,796		7,175		1.50				102		5		15		20		0.00

		33		3,728		3,314		7,042		1.47				68		3,118		3,439		6,557		1.37				103		0		9		9		0.00

		34		3,936		3,390		7,326		1.53				69		3,246		3,570		6,816		1.42				104		2		6		8		0.00





2012

												***　年齢階層別人口統計表　*** ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ヒョウ

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２４年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		239,678		女 オンナ		237,218		計 ケイ		476,896



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		10,103		9,788		19,891		4.17				35 ～ 39		21,096		18,843		39,939		8.37				70 ～ 74		13,203		14,709		27,912		5.85

		0		1,968		1,962		3,930		0.82				35		3,837		3,331		7,168		1.50				70		3,188		3,535		6,723		1.41

		1		2,025		1,971		3,996		0.84				36		3,865		3,472		7,337		1.54				71		2,855		3,152		6,007		1.26

		2		2,015		1,964		3,979		0.83				37		4,337		3,829		8,166		1.71				72		2,429		2,753		5,182		1.09

		3		2,047		1,958		4,005		0.84				38		4,432		4,135		8,567		1.80				73		2,241		2,509		4,750		1.00

		4		2,048		1,933		3,981		0.83				39		4,625		4,076		8,701		1.82				74		2,490		2,760		5,250		1.10

		5 ～ 9		10,556		9,800		20,356		4.27				40 ～ 44		21,973		19,652		41,625		8.73				75 ～ 79		9,789		11,060		20,849		4.37

		5		2,092		1,908		4,000		0.84				40		4,691		4,131		8,822		1.85				75		2,274		2,563		4,837		1.01

		6		1,978		1,850		3,828		0.80				41		4,391		4,071		8,462		1.77				76		2,279		2,467		4,746		1.00

		7		2,144		1,970		4,114		0.86				42		4,417		3,855		8,272		1.73				77		1,945		2,166		4,111		0.86

		8		2,155		1,953		4,108		0.86				43		4,284		3,877		8,161		1.71				78		1,728		1,961		3,689		0.77

		9		2,187		2,119		4,306		0.90				44		4,190		3,718		7,908		1.66				79		1,563		1,903		3,466		0.73

		10 ～ 14		11,118		10,767		21,885		4.59				45 ～ 49		17,771		15,389		33,160		6.95				80 ～ 84		5,052		6,921		11,973		2.51

		10		2,131		2,140		4,271		0.90				45		3,556		3,094		6,650		1.39				80		1,355		1,680		3,035		0.64

		11		2,288		2,222		4,510		0.95				46		3,831		3,250		7,081		1.48				81		1,097		1,497		2,594		0.54

		12		2,220		2,130		4,350		0.91				47		3,781		3,297		7,078		1.48				82		1,018		1,321		2,339		0.49

		13		2,254		2,147		4,401		0.92				48		3,415		2,894		6,309		1.32				83		852		1,293		2,145		0.45

		14		2,225		2,128		4,353		0.91				49		3,188		2,854		6,042		1.27				84		730		1,130		1,860		0.39

		15 ～ 19		10,892		10,469		21,361		4.48				50 ～ 54		14,118		12,964		27,082		5.68				85 ～ 89		2,085		4,111		6,196		1.30

		15		2,241		2,186		4,427		0.93				50		3,051		2,774		5,825		1.22				85		622		1,057		1,679		0.35

		16		2,173		2,084		4,257		0.89				51		2,892		2,597		5,489		1.15				86		548		897		1,445		0.30

		17		2,152		2,129		4,281		0.90				52		2,821		2,521		5,342		1.12				87		363		796		1,159		0.24

		18		2,126		1,968		4,094		0.86				53		2,788		2,622		5,410		1.13				88		310		738		1,048		0.22

		19		2,200		2,102		4,302		0.90				54		2,566		2,450		5,016		1.05				89		242		623		865		0.18

		20 ～ 24		12,182		11,604		23,786		4.99				55 ～ 59		13,562		13,464		27,026		5.67				90 ～ 94		562		1,978		2,540		0.53

		20		2,262		2,161		4,423		0.93				55		2,565		2,421		4,986		1.05				90		178		561		739		0.15

		21		2,277		2,157		4,434		0.93				56		2,584		2,635		5,219		1.09				91		123		546		669		0.14

		22		2,300		2,320		4,620		0.97				57		2,770		2,619		5,389		1.13				92		114		372		486		0.10

		23		2,604		2,503		5,107		1.07				58		2,722		2,800		5,522		1.16				93		90		272		362		0.08

		24		2,739		2,463		5,202		1.09				59		2,921		2,989		5,910		1.24				94		57		227		284		0.06

		25 ～ 29		15,313		14,083		29,396		6.16				60 ～ 64		18,252		19,266		37,518		7.87				95 ～ 99		131		558		689		0.14

		25		2,818		2,686		5,504		1.15				60		3,104		3,200		6,304		1.32				95		39		198		237		0.05

		26		2,908		2,747		5,655		1.19				61		3,269		3,574		6,843		1.43				96		41		123		164		0.03

		27		3,175		2,867		6,042		1.27				62		3,789		4,006		7,795		1.63				97		27		100		127		0.03

		28		3,102		2,900		6,002		1.26				63		3,898		4,076		7,974		1.67				98		15		92		107		0.02

		29		3,310		2,883		6,193		1.30				64		4,192		4,410		8,602		1.80				99		9		45		54		0.01

		30 ～ 34		17,067		15,409		32,476		6.81				65 ～ 69		14,834		16,283		31,117		6.52				100 ～    		19		100		119		0.02

		30		3,229		2,958		6,187		1.30				65		3,232		3,456		6,688		1.40				100		6		37		43		0.01

		31		3,280		2,936		6,216		1.30				66		2,351		2,497		4,848		1.02				101		6		34		40		0.01

		32		3,358		3,145		6,503		1.36				67		2,857		3,110		5,967		1.25				102		2		7		9		0.00

		33		3,488		3,131		6,619		1.39				68		3,317		3,786		7,103		1.49				103		4		10		14		0.00

		34		3,712		3,239		6,951		1.46				69		3,077		3,434		6,511		1.37				104		1		12		13		0.00





2013①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２５年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		238,528		女 オンナ		236,706		計 ケイ		475,234



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,800		9,520		19,320		4.07				35 ～ 39		19,942		17,759		37,701		7.93				70 ～ 74		13,506		15,264		28,770		6.05

		0		1,938		1,806		3,744		0.79				35		3,686		3,216		6,902		1.45				70		3,040		3,417		6,457		1.36

		1		1,953		1,975		3,928		0.83				36		3,770		3,286		7,056		1.48				71		3,132		3,501		6,633		1.40

		2		1,980		1,898		3,878		0.82				37		3,822		3,433		7,255		1.53				72		2,782		3,126		5,908		1.24

		3		1,923		1,908		3,831		0.81				38		4,289		3,753		8,042		1.69				73		2,379		2,731		5,110		1.08

		4		2,006		1,933		3,939		0.83				39		4,375		4,071		8,446		1.78				74		2,173		2,489		4,662		0.98

		5 ～ 9		10,358		9,522		19,880		4.18				40 ～ 44		22,160		19,911		42,071		8.85				75 ～ 79		10,367		11,732		22,099		4.65

		5		2,031		1,897		3,928		0.83				40		4,564		4,060		8,624		1.81				75		2,442		2,721		5,163		1.09

		6		2,062		1,894		3,956		0.83				41		4,642		4,101		8,743		1.84				76		2,190		2,522		4,712		0.99

		7		1,976		1,825		3,801		0.80				42		4,324		4,039		8,363		1.76				77		2,205		2,435		4,640		0.98

		8		2,141		1,958		4,099		0.86				43		4,369		3,843		8,212		1.73				78		1,866		2,123		3,989		0.84

		9		2,148		1,948		4,096		0.86				44		4,261		3,868		8,129		1.71				79		1,664		1,931		3,595		0.76

		10 ～ 14		11,060		10,768		21,828		4.59				45 ～ 49		18,662		16,250		34,912		7.35				80 ～ 84		5,543		7,439		12,982		2.73

		10		2,170		2,131		4,301		0.91				45		4,151		3,700		7,851		1.65				80		1,480		1,867		3,347		0.70

		11		2,129		2,130		4,259		0.90				46		3,557		3,096		6,653		1.40				81		1,287		1,618		2,905		0.61

		12		2,283		2,225		4,508		0.95				47		3,808		3,245		7,053		1.48				82		1,023		1,456		2,479		0.52

		13		2,217		2,130		4,347		0.91				48		3,753		3,295		7,048		1.48				83		955		1,258		2,213		0.47

		14		2,261		2,152		4,413		0.93				49		3,393		2,914		6,307		1.33				84		798		1,240		2,038		0.43

		15 ～ 19		10,974		10,558		21,532		4.53				50 ～ 54		14,671		13,317		27,988		5.89				85 ～ 89		2,302		4,359		6,661		1.40

		15		2,221		2,118		4,339		0.91				50		3,151		2,847		5,998		1.26				85		670		1,082		1,752		0.37

		16		2,246		2,184		4,430		0.93				51		3,048		2,771		5,819		1.22				86		551		1,004		1,555		0.33

		17		2,172		2,077		4,249		0.89				52		2,882		2,577		5,459		1.15				87		487		854		1,341		0.28

		18		2,182		2,143		4,325		0.91				53		2,826		2,521		5,347		1.13				88		312		741		1,053		0.22

		19		2,153		2,036		4,189		0.88				54		2,764		2,601		5,365		1.13				89		282		678		960		0.20

		20 ～ 24		11,928		11,574		23,502		4.95				55 ～ 59		13,097		12,838		25,935		5.46				90 ～ 94		619		2,090		2,709		0.57

		20		2,247		2,178		4,425		0.93				55		2,534		2,431		4,965		1.04				90		213		576		789		0.17

		21		2,322		2,208		4,530		0.95				56		2,545		2,401		4,946		1.04				91		156		488		644		0.14

		22		2,359		2,267		4,626		0.97				57		2,556		2,621		5,177		1.09				92		91		476		567		0.12

		23		2,342		2,403		4,745		1.00				58		2,760		2,599		5,359		1.13				93		89		328		417		0.09

		24		2,658		2,518		5,176		1.09				59		2,702		2,786		5,488		1.15				94		70		222		292		0.06

		25 ～ 29		14,503		13,489		27,992		5.89				60 ～ 64		16,746		17,706		34,452		7.25				95 ～ 99		126		591		717		0.15

		25		2,730		2,459		5,189		1.09				60		2,878		2,968		5,846		1.23				95		43		188		231		0.05

		26		2,739		2,671		5,410		1.14				61		3,030		3,162		6,192		1.30				96		23		157		180		0.04

		27		2,862		2,718		5,580		1.17				62		3,241		3,553		6,794		1.43				97		28		93		121		0.03

		28		3,103		2,809		5,912		1.24				63		3,758		3,975		7,733		1.63				98		19		84		103		0.02

		29		3,069		2,832		5,901		1.24				64		3,839		4,048		7,887		1.66				99		13		69		82		0.02

		30 ～ 34		16,393		14,748		31,141		6.55				65 ～ 69		15,751		17,164		32,915		6.93				100 ～    		20		107		127		0.03

		30		3,229		2,832		6,061		1.28				65		4,162		4,394		8,556		1.80				100		8		35		43		0.01

		31		3,155		2,911		6,066		1.28				66		3,195		3,445		6,640		1.40				101		6		27		33		0.01

		32		3,238		2,851		6,089		1.28				67		2,316		2,484		4,800		1.01				102		3		23		26		0.01

		33		3,338		3,073		6,411		1.35				68		2,812		3,089		5,901		1.24				103		0		7		7		0.00

		34		3,433		3,081		6,514		1.37				69		3,266		3,752		7,018		1.48				104～		3		15		18		0.00





2013②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２５年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		4,720		女 オンナ		5,922		計 ケイ		10,642



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		287		256		543		5.10				35 ～ 39		520		661		1,181		11.10				70 ～ 74		42		38		80		0.75

		0		51		49		100		0.94				35		121		137		258		2.42				70		9		11		20		0.19

		1		63		54		117		1.10				36		125		143		268		2.52				71		11		13		24		0.23

		2		62		56		118		1.11				37		109		128		237		2.23				72		5		5		10		0.09

		3		53		51		104		0.98				38		88		120		208		1.95				73		12		5		17		0.16

		4		58		46		104		0.98				39		77		133		210		1.97				74		5		4		9		0.08

		5 ～ 9		165		165		330		3.10				40 ～ 44		429		726		1,155		10.85				75 ～ 79		22		28		50		0.47

		5		47		50		97		0.91				40		89		153		242		2.27				75		3		6		9		0.08

		6		43		30		73		0.69				41		89		145		234		2.20				76		5		3		8		0.08

		7		27		35		62		0.58				42		97		151		248		2.33				77		6		7		13		0.12

		8		28		32		60		0.56				43		70		138		208		1.95				78		3		5		8		0.08

		9		20		18		38		0.36				44		84		139		223		2.10				79		5		7		12		0.11

		10 ～ 14		112		126		238		2.24				45 ～ 49		318		623		941		8.84				80 ～ 84		9		18		27		0.25

		10		26		22		48		0.45				45		63		123		186		1.75				80		1		5		6		0.06

		11		18		20		38		0.36				46		72		121		193		1.81				81		1		5		6		0.06

		12		27		23		50		0.47				47		66		135		201		1.89				82		0		4		4		0.04

		13		17		33		50		0.47				48		62		124		186		1.75				83		3		3		6		0.06

		14		24		28		52		0.49				49		55		120		175		1.64				84		4		1		5		0.05

		15 ～ 19		206		182		388		3.65				50 ～ 54		222		390		612		5.75				85 ～ 89		6		10		16		0.15

		15		28		24		52		0.49				50		65		100		165		1.55				85		2		1		3		0.03

		16		23		27		50		0.47				51		44		68		112		1.05				86		1		2		3		0.03

		17		41		28		69		0.65				52		45		81		126		1.18				87		0		2		2		0.02

		18		60		51		111		1.04				53		42		80		122		1.15				88		1		1		2		0.02

		19		54		52		106		1.00				54		26		61		87		0.82				89		2		4		6		0.06

		20 ～ 24		535		509		1,044		9.81				55 ～ 59		130		242		372		3.50				90 ～ 94		4		1		5		0.05

		20		81		72		153		1.44				55		35		60		95		0.89				90		2		0		2		0.02

		21		93		79		172		1.62				56		25		57		82		0.77				91		1		0		1		0.01

		22		118		113		231		2.17				57		24		49		73		0.69				92		0		1		1		0.01

		23		127		128		255		2.40				58		19		41		60		0.56				93		1		0		1		0.01

		24		116		117		233		2.19				59		27		35		62		0.58				94		0		0		0		0.00

		25 ～ 29		699		782		1,481		13.92				60 ～ 64		101		110		211		1.98				95 ～ 99		0		2		2		0.02

		25		136		134		270		2.54				60		20		26		46		0.43				95		0		2		2		0.02

		26		138		156		294		2.76				61		22		18		40		0.38				96		0		0		0		0.00

		27		126		135		261		2.45				62		23		23		46		0.43				97		0		0		0		0.00

		28		127		179		306		2.88				63		24		25		49		0.46				98		0		0		0		0.00

		29		172		178		350		3.29				64		12		18		30		0.28				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		854		974		1,828		17.18				65 ～ 69		59		78		137		1.29				100 ～    		0		1		1		0.01

		30		197		215		412		3.87				65		16		20		36		0.34				100		0		0		0		0.00

		31		193		186		379		3.56				66		14		16		30		0.28				101		0		0		0		0.00

		32		147		201		348		3.27				67		11		15		26		0.24				102		0		0		0		0.00

		33		170		186		356		3.35				68		10		19		29		0.27				103		0		0		0		0.00

		34		147		186		333		3.13				69		8		8		16		0.15				104～		0		1		1		0.01





2014①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２６年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		238,305		女 オンナ		236,926		計 ケイ		475,231



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,671		9,370		19,041		4.01				35 ～ 39		18,936		16,634		35,570		7.48				70 ～ 74		14,328		16,394		30,722		6.46

		0		1,929		1,828		3,757		0.79				35		3,430		3,052		6,482		1.36				70		3,232		3,736		6,968		1.47

		1		1,947		1,822		3,769		0.79				36		3,634		3,181		6,815		1.43				71		2,994		3,390		6,384		1.34

		2		1,935		1,948		3,883		0.82				37		3,779		3,256		7,035		1.48				72		3,069		3,471		6,540		1.38

		3		1,958		1,879		3,837		0.81				38		3,820		3,427		7,247		1.52				73		2,721		3,095		5,816		1.22

		4		1,902		1,893		3,795		0.80				39		4,273		3,718		7,991		1.68				74		2,312		2,702		5,014		1.06

		5 ～ 9		10,133		9,415		19,548		4.11				40 ～ 44		22,030		20,022		42,052		8.85				75 ～ 79		10,516		12,138		22,654		4.77

		5		1,983		1,909		3,892		0.82				40		4,314		4,040		8,354		1.76				75		2,122		2,461		4,583		0.96

		6		1,992		1,870		3,862		0.81				41		4,494		4,036		8,530		1.79				76		2,372		2,681		5,053		1.06

		7		2,057		1,879		3,936		0.83				42		4,585		4,088		8,673		1.83				77		2,112		2,503		4,615		0.97

		8		1,969		1,806		3,775		0.79				43		4,283		4,025		8,308		1.75				78		2,125		2,400		4,525		0.95

		9		2,132		1,951		4,083		0.86				44		4,354		3,833		8,187		1.72				79		1,785		2,093		3,878		0.82

		10 ～ 14		10,945		10,562		21,507		4.53				45 ～ 49		19,464		17,197		36,661		7.71				80 ～ 84		6,080		7,918		13,998		2.95

		10		2,145		1,953		4,098		0.86				45		4,263		3,880		8,143		1.71				80		1,601		1,883		3,484		0.73

		11		2,169		2,123		4,292		0.90				46		4,130		3,690		7,820		1.65				81		1,425		1,830		3,255		0.68

		12		2,126		2,137		4,263		0.90				47		3,533		3,077		6,610		1.39				82		1,210		1,580		2,790		0.59

		13		2,291		2,216		4,507		0.95				48		3,794		3,263		7,057		1.48				83		951		1,410		2,361		0.50

		14		2,214		2,133		4,347		0.91				49		3,744		3,287		7,031		1.48				84		893		1,215		2,108		0.44

		15 ～ 19		11,224		10,764		21,988		4.63				50 ～ 54		15,198		13,612		28,810		6.06				85 ～ 89		2,522		4,663		7,185		1.51

		15		2,262		2,153		4,415		0.93				50		3,351		2,918		6,269		1.32				85		735		1,204		1,939		0.41

		16		2,222		2,115		4,337		0.91				51		3,130		2,846		5,976		1.26				86		604		1,035		1,639		0.34

		17		2,247		2,185		4,432		0.93				52		3,031		2,756		5,787		1.22				87		484		946		1,430		0.30

		18		2,222		2,105		4,327		0.91				53		2,874		2,575		5,449		1.15				88		438		791		1,229		0.26

		19		2,271		2,206		4,477		0.94				54		2,812		2,517		5,329		1.12				89		261		687		948		0.20

		20 ～ 24		11,861		11,471		23,332		4.91				55 ～ 59		13,078		12,576		25,654		5.40				90 ～ 94		683		2,297		2,980		0.63

		20		2,200		2,095		4,295		0.90				55		2,750		2,583		5,333		1.12				90		240		611		851		0.18

		21		2,317		2,278		4,595		0.97				56		2,513		2,422		4,935		1.04				91		171		527		698		0.15

		22		2,478		2,356		4,834		1.02				57		2,527		2,395		4,922		1.04				92		125		438		563		0.12

		23		2,449		2,331		4,780		1.01				58		2,546		2,599		5,145		1.08				93		78		424		502		0.11

		24		2,417		2,411		4,828		1.02				59		2,742		2,577		5,319		1.12				94		69		297		366		0.08

		25 ～ 29		14,040		13,116		27,156		5.71				60 ～ 64		15,455		16,370		31,825		6.70				95 ～ 99		138		599		737		0.16

		25		2,652		2,526		5,178		1.09				60		2,673		2,774		5,447		1.15				95		55		184		239		0.05

		26		2,727		2,470		5,197		1.09				61		2,826		2,942		5,768		1.21				96		31		155		186		0.04

		27		2,741		2,646		5,387		1.13				62		3,006		3,146		6,152		1.29				97		15		129		144		0.03

		28		2,857		2,710		5,567		1.17				63		3,219		3,538		6,757		1.42				98		25		75		100		0.02

		29		3,063		2,764		5,827		1.23				64		3,731		3,970		7,701		1.62				99		12		56		68		0.01

		30 ～ 34		15,881		14,313		30,194		6.35				65 ～ 69		16,098		17,378		33,476		7.04				100 ～    		24		117		141		0.03

		30		3,099		2,780		5,879		1.24				65		3,774		4,028		7,802		1.64				100		11		54		65		0.01

		31		3,217		2,843		6,060		1.28				66		4,127		4,372		8,499		1.79				101		4		26		30		0.01

		32		3,141		2,863		6,004		1.26				67		3,141		3,425		6,566		1.38				102		5		12		17		0.00

		33		3,164		2,806		5,970		1.26				68		2,284		2,475		4,759		1.00				103		2		13		15		0.00

		34		3,260		3,021		6,281		1.32				69		2,772		3,078		5,850		1.23				104～		2		12		14		0.00





2014②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２６年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		5,051		女 オンナ		5,981		計 ケイ		11,032



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		271		253		524		4.75				35 ～ 39		551		671		1,222		11.08				70 ～ 74		43		44		87		0.79

		0		44		44		88		0.80				35		133		180		313		2.84				70		8		8		16		0.15

		1		62		61		123		1.11				36		115		130		245		2.22				71		8		12		20		0.18

		2		54		53		107		0.97				37		115		133		248		2.25				72		11		12		23		0.21

		3		58		49		107		0.97				38		100		115		215		1.95				73		5		5		10		0.09

		4		53		46		99		0.90				39		88		113		201		1.82				74		11		7		18		0.16

		5 ～ 9		191		177		368		3.34				40 ～ 44		414		712		1,126		10.21				75 ～ 79		22		24		46		0.42

		5		52		43		95		0.86				40		80		129		209		1.89				75		7		5		12		0.11

		6		43		46		89		0.81				41		81		149		230		2.08				76		2		6		8		0.07

		7		39		29		68		0.62				42		84		145		229		2.08				77		5		3		8		0.07

		8		31		30		61		0.55				43		102		151		253		2.29				78		6		7		13		0.12

		9		26		29		55		0.50				44		67		138		205		1.86				79		2		3		5		0.05

		10 ～ 14		112		109		221		2.00				45 ～ 49		335		618		953		8.64				80 ～ 84		9		24		33		0.30

		10		21		19		40		0.36				45		82		133		215		1.95				80		5		7		12		0.11

		11		25		20		45		0.41				46		58		119		177		1.60				81		1		6		7		0.06

		12		18		18		36		0.33				47		64		118		182		1.65				82		0		4		4		0.04

		13		30		21		51		0.46				48		70		128		198		1.79				83		0		4		4		0.04

		14		18		31		49		0.44				49		61		120		181		1.64				84		3		3		6		0.05

		15 ～ 19		232		201		433		3.92				50 ～ 54		243		449		692		6.27				85 ～ 89		7		8		15		0.14

		15		23		26		49		0.44				50		53		122		175		1.59				85		4		1		5		0.05

		16		28		24		52		0.47				51		67		92		159		1.44				86		2		1		3		0.03

		17		23		26		49		0.44				52		38		74		112		1.02				87		0		2		2		0.02

		18		56		44		100		0.91				53		45		84		129		1.17				88		0		3		3		0.03

		19		102		81		183		1.66				54		40		77		117		1.06				89		1		1		2		0.02

		20 ～ 24		725		577		1,302		11.80				55 ～ 59		128		257		385		3.49				90 ～ 94		4		4		8		0.07

		20		86		76		162		1.47				55		28		60		88		0.80				90		2		4		6		0.05

		21		141		101		242		2.19				56		33		57		90		0.82				91		2		0		2		0.02

		22		153		117		270		2.45				57		22		48		70		0.63				92		0		0		0		0.00

		23		178		134		312		2.83				58		25		51		76		0.69				93		0		0		0		0.00

		24		167		149		316		2.86				59		20		41		61		0.55				94		0		0		0		0.00

		25 ～ 29		749		750		1,499		13.59				60 ～ 64		114		124		238		2.16				95 ～ 99		0		2		2		0.02

		25		148		139		287		2.60				60		27		36		63		0.57				95		0		0		0		0.00

		26		155		159		314		2.85				61		20		23		43		0.39				96		0		2		2		0.02

		27		158		146		304		2.76				62		22		17		39		0.35				97		0		0		0		0.00

		28		145		136		281		2.55				63		20		22		42		0.38				98		0		0		0		0.00

		29		143		170		313		2.84				64		25		26		51		0.46				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		843		891		1,734		15.72				65 ～ 69		58		86		144		1.31				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		166		174		340		3.08				65		12		18		30		0.27				100		0		0		0		0.00

		31		204		190		394		3.57				66		14		17		31		0.28				101		0		0		0		0.00

		32		170		171		341		3.09				67		14		17		31		0.28				102		0		0		0		0.00

		33		143		183		326		2.96				68		10		16		26		0.24				103		0		0		0		0.00

		34		160		173		333		3.02				69		8		18		26		0.24				104～		0		0		0		0.00





2015①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２７年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		238,383		女 オンナ		237,502		計 ケイ		475,885



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,573		9,207		18,780		3.95				35 ～ 39		17,818		15,818		33,636		7.07				70 ～ 74		14,474		16,657		31,131		6.54

		0		1,857		1,782		3,639		0.76				35		3,273		3,003		6,276		1.32				70		2,719		3,062		5,781		1.21

		1		1,950		1,845		3,795		0.80				36		3,409		3,007		6,416		1.35				71		3,174		3,704		6,878		1.45

		2		1,925		1,801		3,726		0.78				37		3,616		3,170		6,786		1.43				72		2,927		3,361		6,288		1.32

		3		1,906		1,912		3,818		0.80				38		3,756		3,256		7,012		1.47				73		2,992		3,455		6,447		1.35

		4		1,935		1,867		3,802		0.80				39		3,764		3,382		7,146		1.50				74		2,662		3,075		5,737		1.21

		5 ～ 9		9,863		9,350		19,213		4.04				40 ～ 44		21,822		19,916		41,738		8.77				75 ～ 79		10,692		12,561		23,253		4.89

		5		1,871		1,882		3,753		0.79				40		4,253		3,741		7,994		1.68				75		2,249		2,662		4,911		1.03

		6		1,972		1,910		3,882		0.82				41		4,303		4,032		8,335		1.75				76		2,056		2,446		4,502		0.95

		7		1,988		1,866		3,854		0.81				42		4,450		4,034		8,484		1.78				77		2,300		2,633		4,933		1.04

		8		2,051		1,886		3,937		0.83				43		4,580		4,085		8,665		1.82				78		2,046		2,463		4,509		0.95

		9		1,981		1,806		3,787		0.80				44		4,236		4,024		8,260		1.74				79		2,041		2,357		4,398		0.92

		10 ～ 14		10,876		10,395		21,271		4.47				45 ～ 49		20,041		17,696		37,737		7.93				80 ～ 84		6,566		8,592		15,158		3.19

		10		2,132		1,948		4,080		0.86				45		4,364		3,836		8,200		1.72				80		1,694		2,068		3,762		0.79

		11		2,151		1,966		4,117		0.87				46		4,243		3,847		8,090		1.70				81		1,524		1,837		3,361		0.71

		12		2,183		2,119		4,302		0.90				47		4,131		3,683		7,814		1.64				82		1,332		1,781		3,113		0.65

		13		2,118		2,147		4,265		0.90				48		3,531		3,058		6,589		1.38				83		1,133		1,544		2,677		0.56

		14		2,292		2,215		4,507		0.95				49		3,772		3,272		7,044		1.48				84		883		1,362		2,245		0.47

		15 ～ 19		11,273		10,806		22,079		4.64				50 ～ 54		16,120		14,387		30,507		6.41				85 ～ 89		2,838		4,928		7,766		1.63

		15		2,229		2,148		4,377		0.92				50		3,725		3,294		7,019		1.47				85		829		1,176		2,005		0.42

		16		2,249		2,155		4,404		0.93				51		3,342		2,921		6,263		1.32				86		661		1,144		1,805		0.38

		17		2,221		2,117		4,338		0.91				52		3,159		2,847		6,006		1.26				87		539		985		1,524		0.32

		18		2,268		2,208		4,476		0.94				53		3,024		2,748		5,772		1.21				88		436		890		1,326		0.28

		19		2,306		2,178		4,484		0.94				54		2,870		2,577		5,447		1.14				89		373		733		1,106		0.23

		20 ～ 24		12,150		11,632		23,782		5.00				55 ～ 59		13,093		12,474		25,567		5.37				90 ～ 94		747		2,374		3,121		0.66

		20		2,347		2,281		4,628		0.97				55		2,790		2,506		5,296		1.11				90		227		612		839		0.18

		21		2,241		2,156		4,397		0.92				56		2,743		2,569		5,312		1.12				91		208		559		767		0.16

		22		2,518		2,427		4,945		1.04				57		2,502		2,433		4,935		1.04				92		142		472		614		0.13

		23		2,564		2,432		4,996		1.05				58		2,515		2,395		4,910		1.03				93		102		374		476		0.10

		24		2,480		2,336		4,816		1.01				59		2,543		2,571		5,114		1.07				94		68		357		425		0.09

		25 ～ 29		13,482		12,827		26,309		5.53				60 ～ 64		14,309		14,894		29,203		6.14				95 ～ 99		152		673		825		0.17

		25		2,444		2,461		4,905		1.03				60		2,709		2,565		5,274		1.11				95		55		243		298		0.06

		26		2,693		2,544		5,237		1.10				61		2,643		2,762		5,405		1.14				96		44		154		198		0.04

		27		2,752		2,508		5,260		1.11				62		2,803		2,920		5,723		1.20				97		20		125		145		0.03

		28		2,738		2,630		5,368		1.13				63		2,965		3,135		6,100		1.28				98		12		101		113		0.02

		29		2,855		2,684		5,539		1.16				64		3,189		3,512		6,701		1.41				99		21		50		71		0.01

		30 ～ 34		15,667		14,013		29,680		6.24				65 ～ 69		16,802		18,171		34,973		7.35				100 ～    		25		131		156		0.03

		30		3,058		2,760		5,818		1.22				65		3,685		3,944		7,629		1.60				100		6		47		53		0.01

		31		3,109		2,747		5,856		1.23				66		3,730		4,003		7,733		1.62				101		9		39		48		0.01

		32		3,179		2,848		6,027		1.27				67		4,061		4,337		8,398		1.76				102		3		18		21		0.00

		33		3,141		2,862		6,003		1.26				68		3,089		3,416		6,505		1.37				103		4		8		12		0.00

		34		3,180		2,796		5,976		1.26				69		2,237		2,471		4,708		0.99				104～		3		19		22		0.00





2015②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２７年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		5,598		女 オンナ		6,436		計 ケイ		12,034



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		340		275		615		5.11				35 ～ 39		594		726		1,320		10.97				70 ～ 74		41		57		98		0.81

		0		86		58		144		1.20				35		151		167		318		2.64				70		8		19		27		0.22

		1		60		51		111		0.92				36		131		176		307		2.55				71		8		8		16		0.13

		2		73		66		139		1.16				37		109		136		245		2.04				72		8		13		21		0.17

		3		64		54		118		0.98				38		108		138		246		2.04				73		11		12		23		0.19

		4		57		46		103		0.86				39		95		109		204		1.70				74		6		5		11		0.09

		5 ～ 9		218		178		396		3.29				40 ～ 44		414		686		1,100		9.14				75 ～ 79		30		28		58		0.48

		5		54		39		93		0.77				40		76		114		190		1.58				75		10		7		17		0.14

		6		53		36		89		0.74				41		82		133		215		1.79				76		7		5		12		0.10

		7		45		44		89		0.74				42		80		153		233		1.94				77		2		6		8		0.07

		8		39		28		67		0.56				43		78		142		220		1.83				78		5		3		8		0.07

		9		27		31		58		0.48				44		98		144		242		2.01				79		6		7		13		0.11

		10 ～ 14		125		111		236		1.96				45 ～ 49		331		636		967		8.04				80 ～ 84		7		28		35		0.29

		10		27		31		58		0.48				45		63		139		202		1.68				80		2		4		6		0.05

		11		20		20		40		0.33				46		81		134		215		1.79				81		4		8		12		0.10

		12		25		20		45		0.37				47		54		117		171		1.42				82		1		7		8		0.07

		13		24		20		44		0.37				48		64		116		180		1.50				83		0		4		4		0.03

		14		29		20		49		0.41				49		69		130		199		1.65				84		0		5		5		0.04

		15 ～ 19		244		235		479		3.98				50 ～ 54		260		497		757		6.29				85 ～ 89		9		9		18		0.15

		15		19		33		52		0.43				50		64		126		190		1.58				85		3		3		6		0.05

		16		25		30		55		0.46				51		49		124		173		1.44				86		4		1		5		0.04

		17		31		26		57		0.47				52		66		90		156		1.30				87		2		0		2		0.02

		18		42		51		93		0.77				53		37		74		111		0.92				88		0		2		2		0.02

		19		127		95		222		1.84				54		44		83		127		1.06				89		0		3		3		0.02

		20 ～ 24		864		722		1,586		13.18				55 ～ 59		149		283		432		3.59				90 ～ 94		5		4		9		0.07

		20		147		118		265		2.20				55		41		76		117		0.97				90		1		1		2		0.02

		21		137		123		260		2.16				56		30		56		86		0.71				91		2		3		5		0.04

		22		156		154		310		2.58				57		34		55		89		0.74				92		2		0		2		0.02

		23		208		151		359		2.98				58		21		48		69		0.57				93		0		0		0		0.00

		24		216		176		392		3.26				59		23		48		71		0.59				94		0		0		0		0.00

		25 ～ 29		944		839		1,783		14.82				60 ～ 64		101		139		240		1.99				95 ～ 99		0		2		2		0.02

		25		214		182		396		3.29				60		18		40		58		0.48				95		0		0		0		0.00

		26		209		157		366		3.04				61		26		35		61		0.51				96		0		0		0		0.00

		27		184		192		376		3.12				62		18		25		43		0.36				97		0		2		2		0.02

		28		176		158		334		2.78				63		22		18		40		0.33				98		0		0		0		0.00

		29		161		150		311		2.58				64		17		21		38		0.32				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		848		889		1,737		14.43				65 ～ 69		74		92		166		1.38				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		153		168		321		2.67				65		23		28		51		0.42				100		0		0		0		0.00

		31		186		173		359		2.98				66		14		19		33		0.27				101		0		0		0		0.00

		32		195		192		387		3.22				67		14		17		31		0.26				102		0		0		0		0.00

		33		157		178		335		2.78				68		13		15		28		0.23				103		0		0		0		0.00

		34		157		178		335		2.78				69		10		13		23		0.19				104～		0		0		0		0.00





2016①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２８年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		238,937		女 オンナ		238,561		計 ケイ		477,498



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,591		9,150		18,741		3.92				35 ～ 39		17,195		15,235		32,430		6.79				70 ～ 74		13,786		15,942		29,728		6.23

		0		1,893		1,792		3,685		0.77				35		3,192		2,808		6,000		1.26				70		2,206		2,452		4,658		0.98

		1		1,941		1,818		3,759		0.79				36		3,266		2,998		6,264		1.31				71		2,659		3,038		5,697		1.19

		2		1,925		1,830		3,755		0.79				37		3,416		2,976		6,392		1.34				72		3,107		3,684		6,791		1.42

		3		1,934		1,823		3,757		0.79				38		3,599		3,174		6,773		1.42				73		2,871		3,335		6,206		1.30

		4		1,898		1,887		3,785		0.79				39		3,722		3,279		7,001		1.47				74		2,943		3,433		6,376		1.34

		5 ～ 9		9,848		9,411		19,259		4.03				40 ～ 44		21,332		19,287		40,619		8.51				75 ～ 79		10,957		13,112		24,069		5.04

		5		1,928		1,875		3,803		0.80				40		3,756		3,407		7,163		1.50				75		2,587		3,038		5,625		1.18

		6		1,884		1,881		3,765		0.79				41		4,256		3,757		8,013		1.68				76		2,169		2,633		4,802		1.01

		7		1,964		1,910		3,874		0.81				42		4,292		4,027		8,319		1.74				77		2,000		2,412		4,412		0.92

		8		2,002		1,859		3,861		0.81				43		4,457		4,044		8,501		1.78				78		2,239		2,596		4,835		1.01

		9		2,070		1,886		3,956		0.83				44		4,571		4,052		8,623		1.81				79		1,962		2,433		4,395		0.92

		10 ～ 14		10,593		9,996		20,589		4.31				45 ～ 49		20,542		18,461		39,003		8.17				80 ～ 84		7,289		9,312		16,601		3.48

		10		1,985		1,821		3,806		0.80				45		4,258		4,038		8,296		1.74				80		1,929		2,320		4,249		0.89

		11		2,140		1,929		4,069		0.85				46		4,336		3,822		8,158		1.71				81		1,613		2,017		3,630		0.76

		12		2,168		1,973		4,141		0.87				47		4,255		3,856		8,111		1.70				82		1,445		1,794		3,239		0.68

		13		2,173		2,126		4,299		0.90				48		4,157		3,681		7,838		1.64				83		1,258		1,719		2,977		0.62

		14		2,127		2,147		4,274		0.90				49		3,536		3,064		6,600		1.38				84		1,044		1,462		2,506		0.52

		15 ～ 19		11,372		11,001		22,373		4.69				50 ～ 54		16,981		15,061		32,042		6.71				85 ～ 89		3,041		5,248		8,289		1.74

		15		2,303		2,212		4,515		0.95				50		3,781		3,263		7,044		1.48				85		822		1,294		2,116		0.44

		16		2,213		2,140		4,353		0.91				51		3,689		3,299		6,988		1.46				86		762		1,103		1,865		0.39

		17		2,251		2,154		4,405		0.92				52		3,323		2,921		6,244		1.31				87		598		1,097		1,695		0.35

		18		2,277		2,197		4,474		0.94				53		3,180		2,834		6,014		1.26				88		480		929		1,409		0.30

		19		2,328		2,298		4,626		0.97				54		3,008		2,744		5,752		1.20				89		379		825		1,204		0.25

		20 ～ 24		12,350		12,012		24,362		5.10				55 ～ 59		13,377		12,475		25,852		5.41				90 ～ 94		887		2,449		3,336		0.70

		20		2,351		2,266		4,617		0.97				55		2,856		2,581		5,437		1.14				90		325		673		998		0.21

		21		2,422		2,377		4,799		1.01				56		2,794		2,507		5,301		1.11				91		194		541		735		0.15

		22		2,433		2,368		4,801		1.01				57		2,721		2,560		5,281		1.11				92		174		491		665		0.14

		23		2,556		2,509		5,065		1.06				58		2,499		2,428		4,927		1.03				93		113		412		525		0.11

		24		2,588		2,492		5,080		1.06				59		2,507		2,399		4,906		1.03				94		81		332		413		0.09

		25 ～ 29		13,280		12,627		25,907		5.43				60 ～ 64		13,560		13,912		27,472		5.75				95 ～ 99		154		796		950		0.20

		25		2,523		2,452		4,975		1.04				60		2,521		2,569		5,090		1.07				95		58		296		354		0.07

		26		2,473		2,488		4,961		1.04				61		2,699		2,560		5,259		1.10				96		39		195		234		0.05

		27		2,783		2,587		5,370		1.12				62		2,618		2,744		5,362		1.12				97		35		114		149		0.03

		28		2,728		2,482		5,210		1.09				63		2,792		2,919		5,711		1.20				98		15		110		125		0.03

		29		2,773		2,618		5,391		1.13				64		2,930		3,120		6,050		1.27				99		7		81		88		0.02

		30 ～ 34		15,269		13,858		29,127		6.10				65 ～ 69		17,503		19,093		36,596		7.66				100 ～    		30		123		153		0.03

		30		2,858		2,704		5,562		1.16				65		3,148		3,485		6,633		1.39				100		13		34		47		0.01

		31		3,045		2,767		5,812		1.22				66		3,630		3,929		7,559		1.58				101		3		30		33		0.01

		32		3,081		2,745		5,826		1.22				67		3,693		3,980		7,673		1.61				102		5		28		33		0.01

		33		3,168		2,857		6,025		1.26				68		4,007		4,312		8,319		1.74				103		3		12		15		0.00

		34		3,117		2,785		5,902		1.24				69		3,025		3,387		6,412		1.34				104～		6		19		25		0.01





2016②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２８年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		6,296		女 オンナ		6,979		計 ケイ		13,275



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		361		320		681		5.13				35 ～ 39		632		774		1,406		10.59				70 ～ 74		43		64		107		0.81

		0		68		65		133		1.00				35		160		168		328		2.47				70		9		13		22		0.17

		1		85		75		160		1.21				36		140		163		303		2.28				71		7		18		25		0.19

		2		70		58		128		0.96				37		121		165		286		2.15				72		8		7		15		0.11

		3		73		68		141		1.06				38		103		140		243		1.83				73		8		12		20		0.15

		4		65		54		119		0.90				39		108		138		246		1.85				74		11		14		25		0.19

		5 ～ 9		238		195		433		3.26				40 ～ 44		421		658		1,079		8.13				75 ～ 79		31		24		55		0.41

		5		56		43		99		0.75				40		101		113		214		1.61				75		7		5		12		0.09

		6		53		40		93		0.70				41		78		119		197		1.48				76		11		7		18		0.14

		7		51		36		87		0.66				42		86		131		217		1.63				77		6		4		10		0.08

		8		43		47		90		0.68				43		70		152		222		1.67				78		2		5		7		0.05

		9		35		29		64		0.48				44		86		143		229		1.73				79		5		3		8		0.06

		10 ～ 14		126		121		247		1.86				45 ～ 49		357		661		1,018		7.67				80 ～ 84		11		30		41		0.31

		10		28		31		59		0.44				45		98		142		240		1.81				80		5		7		12		0.09

		11		30		33		63		0.47				46		63		145		208		1.57				81		1		4		5		0.04

		12		21		19		40		0.30				47		80		131		211		1.59				82		4		8		12		0.09

		13		24		18		42		0.32				48		55		122		177		1.33				83		1		7		8		0.06

		14		23		20		43		0.32				49		61		121		182		1.37				84		0		4		4		0.03

		15 ～ 19		261		249		510		3.84				50 ～ 54		274		544		818		6.16				85 ～ 89		9		10		19		0.14

		15		31		25		56		0.42				50		65		129		194		1.46				85		0		4		4		0.03

		16		20		34		54		0.41				51		55		128		183		1.38				86		3		3		6		0.05

		17		28		31		59		0.44				52		47		120		167		1.26				87		4		1		5		0.04

		18		57		43		100		0.75				53		66		92		158		1.19				88		2		0		2		0.02

		19		125		116		241		1.82				54		41		75		116		0.87				89		0		2		2		0.02

		20 ～ 24		1,112		854		1,966		14.81				55 ～ 59		181		316		497		3.74				90 ～ 94		5		6		11		0.08

		20		203		150		353		2.66				55		48		89		137		1.03				90		0		2		2		0.02

		21		191		148		339		2.55				56		39		72		111		0.84				91		1		1		2		0.02

		22		204		179		383		2.89				57		36		57		93		0.70				92		2		3		5		0.04

		23		234		200		434		3.27				58		35		49		84		0.63				93		2		0		2		0.02

		24		280		177		457		3.44				59		23		49		72		0.54				94		0		0		0		0.00

		25 ～ 29		1,165		964		2,129		16.04				60 ～ 64		107		170		277		2.09				95 ～ 99		0		0		0		0.00

		25		274		189		463		3.49				60		24		50		74		0.56				95		0		0		0		0.00

		26		259		197		456		3.44				61		18		42		60		0.45				96		0		0		0		0.00

		27		246		178		424		3.19				62		24		32		56		0.42				97		0		0		0		0.00

		28		204		212		416		3.13				63		21		29		50		0.38				98		0		0		0		0.00

		29		182		188		370		2.79				64		20		17		37		0.28				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		888		923		1,811		13.64				65 ～ 69		74		96		170		1.28				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		189		159		348		2.62				65		16		20		36		0.27				100		0		0		0		0.00

		31		152		170		322		2.43				66		20		29		49		0.37				101		0		0		0		0.00

		32		189		191		380		2.86				67		10		14		24		0.18				102		0		0		0		0.00

		33		196		212		408		3.07				68		15		19		34		0.26				103		0		0		0		0.00

		34		162		191		353		2.66				69		13		14		27		0.20				104～		0		0		0		0.00





2017①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２９年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		239,159		女 オンナ		239,203		計 ケイ		478,362



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,488		8,957		18,445		3.86				35 ～ 39		16,479		14,708		31,187		6.52				70 ～ 74		13,611		15,751		29,362		6.14

		0		1,751		1,708		3,459		0.72				35		3,101		2,736		5,837		1.22				70		2,982		3,358		6,340		1.33

		1		1,935		1,831		3,766		0.79				36		3,152		2,792		5,944		1.24				71		2,170		2,436		4,606		0.96

		2		1,948		1,815		3,763		0.79				37		3,243		2,994		6,237		1.30				72		2,607		3,006		5,613		1.17

		3		1,929		1,799		3,728		0.78				38		3,396		3,009		6,405		1.34				73		3,042		3,650		6,692		1.40

		4		1,925		1,804		3,729		0.78				39		3,587		3,177		6,764		1.41				74		2,810		3,301		6,111		1.28

		5 ～ 9		9,714		9,421		19,135		4.00				40 ～ 44		20,421		18,483		38,904		8.13				75 ～ 79		11,582		13,929		25,511		5.33

		5		1,908		1,868		3,776		0.79				40		3,705		3,273		6,978		1.46				75		2,874		3,398		6,272		1.31

		6		1,928		1,873		3,801		0.79				41		3,757		3,414		7,171		1.50				76		2,519		3,007		5,526		1.16

		7		1,908		1,893		3,801		0.79				42		4,227		3,732		7,959		1.66				77		2,106		2,594		4,700		0.98

		8		1,967		1,922		3,889		0.81				43		4,272		4,024		8,296		1.73				78		1,935		2,373		4,308		0.90

		9		2,003		1,865		3,868		0.81				44		4,460		4,040		8,500		1.78				79		2,148		2,557		4,705		0.98

		10 ～ 14		10,520		9,786		20,306		4.24				45 ～ 49		21,541		19,428		40,969		8.56				80 ～ 84		7,789		10,011		17,800		3.72

		10		2,056		1,893		3,949		0.83				45		4,571		4,019		8,590		1.80				80		1,883		2,380		4,263		0.89

		11		1,978		1,832		3,810		0.80				46		4,240		4,044		8,284		1.73				81		1,851		2,276		4,127		0.86

		12		2,142		1,958		4,100		0.86				47		4,324		3,821		8,145		1.70				82		1,529		1,942		3,471		0.73

		13		2,167		1,975		4,142		0.87				48		4,250		3,861		8,111		1.70				83		1,359		1,746		3,105		0.65

		14		2,177		2,128		4,305		0.90				49		4,156		3,683		7,839		1.64				84		1,167		1,667		2,834		0.59

		15 ～ 19		11,280		10,951		22,231		4.65				50 ～ 54		17,475		15,358		32,833		6.86				85 ～ 89		3,331		5,574		8,905		1.86

		15		2,136		2,163		4,299		0.90				50		3,525		3,065		6,590		1.38				85		956		1,397		2,353		0.49

		16		2,295		2,201		4,496		0.94				51		3,783		3,265		7,048		1.47				86		756		1,254		2,010		0.42

		17		2,212		2,143		4,355		0.91				52		3,690		3,299		6,989		1.46				87		691		1,039		1,730		0.36

		18		2,312		2,214		4,526		0.95				53		3,314		2,907		6,221		1.30				88		522		1,025		1,547		0.32

		19		2,325		2,230		4,555		0.95				54		3,163		2,822		5,985		1.25				89		406		859		1,265		0.26

		20 ～ 24		12,496		12,290		24,786		5.18				55 ～ 59		13,818		12,779		26,597		5.56				90 ～ 94		995		2,616		3,611		0.75

		20		2,401		2,381		4,782		1.00				55		2,988		2,743		5,731		1.20				90		333		750		1,083		0.23

		21		2,408		2,352		4,760		1.00				56		2,855		2,570		5,425		1.13				91		276		610		886		0.19

		22		2,585		2,565		5,150		1.08				57		2,770		2,506		5,276		1.10				92		159		474		633		0.13

		23		2,518		2,407		4,925		1.03				58		2,714		2,542		5,256		1.10				93		143		437		580		0.12

		24		2,584		2,585		5,169		1.08				59		2,491		2,418		4,909		1.03				94		84		345		429		0.09

		25 ～ 29		13,343		12,633		25,976		5.43				60 ～ 64		13,005		13,133		26,138		5.46				95 ～ 99		182		832		1,014		0.21

		25		2,658		2,546		5,204		1.09				60		2,482		2,378		4,860		1.02				95		67		265		332		0.07

		26		2,583		2,476		5,059		1.06				61		2,500		2,561		5,061		1.06				96		49		248		297		0.06

		27		2,514		2,506		5,020		1.05				62		2,661		2,552		5,213		1.09				97		28		158		186		0.04

		28		2,841		2,598		5,439		1.14				63		2,598		2,738		5,336		1.12				98		24		83		107		0.02

		29		2,747		2,507		5,254		1.10				64		2,764		2,904		5,668		1.18				99		14		78		92		0.02

		30 ～ 34		14,890		13,689		28,579		5.97				65 ～ 69		17,172		18,731		35,903		7.51				100 ～    		27		143		170		0.04

		30		2,759		2,622		5,381		1.12				65		2,886		3,114		6,000		1.25				100		6		54		60		0.01

		31		2,837		2,702		5,539		1.16				66		3,111		3,464		6,575		1.37				101		8		21		29		0.01

		32		3,050		2,774		5,824		1.22				67		3,583		3,908		7,491		1.57				102		1		21		22		0.00

		33		3,089		2,717		5,806		1.21				68		3,625		3,955		7,580		1.58				103		5		24		29		0.01

		34		3,155		2,874		6,029		1.26				69		3,967		4,290		8,257		1.73				104～		7		23		30		0.01





2017②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成２９年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		6,880		女 オンナ		7,545		計 ケイ		14,425



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		402		353		755		5.23				35 ～ 39		684		847		1,531		10.61				70 ～ 74		42		59		101		0.70

		0		88		81		169		1.17				35		165		189		354		2.45				70		13		14		27		0.19

		1		82		69		151		1.05				36		161		175		336		2.33				71		8		10		18		0.12

		2		90		75		165		1.14				37		143		169		312		2.16				72		6		15		21		0.15

		3		68		54		122		0.85				38		106		172		278		1.93				73		8		7		15		0.10

		4		74		74		148		1.03				39		109		142		251		1.74				74		7		13		20		0.14

		5 ～ 9		263		222		485		3.36				40 ～ 44		454		669		1,123		7.79				75 ～ 79		36		34		70		0.49

		5		63		54		117		0.81				40		106		144		250		1.73				75		12		14		26		0.18

		6		51		44		95		0.66				41		100		115		215		1.49				76		7		6		13		0.09

		7		56		43		99		0.69				42		81		124		205		1.42				77		10		6		16		0.11

		8		46		33		79		0.55				43		87		132		219		1.52				78		5		4		9		0.06

		9		47		48		95		0.66				44		80		154		234		1.62				79		2		4		6		0.04

		10 ～ 14		146		132		278		1.93				45 ～ 49		382		694		1,076		7.46				80 ～ 84		14		29		43		0.30

		10		39		26		65		0.45				45		83		145		228		1.58				80		5		3		8		0.06

		11		28		35		63		0.44				46		101		143		244		1.69				81		4		7		11		0.08

		12		30		33		63		0.44				47		61		148		209		1.45				82		1		4		5		0.03

		13		22		17		39		0.27				48		79		137		216		1.50				83		3		8		11		0.08

		14		27		21		48		0.33				49		58		121		179		1.24				84		1		7		8		0.06

		15 ～ 19		263		251		514		3.56				50 ～ 54		301		592		893		6.19				85 ～ 89		9		10		19		0.13

		15		25		24		49		0.34				50		61		126		187		1.30				85		0		2		2		0.01

		16		30		25		55		0.38				51		65		129		194		1.34				86		0		4		4		0.03

		17		26		38		64		0.44				52		59		126		185		1.28				87		3		3		6		0.04

		18		52		47		99		0.69				53		47		119		166		1.15				88		4		1		5		0.03

		19		130		117		247		1.71				54		69		92		161		1.12				89		2		0		2		0.01

		20 ～ 24		1,267		947		2,214		15.35				55 ～ 59		193		334		527		3.65				90 ～ 94		5		6		11		0.08

		20		210		158		368		2.55				55		43		74		117		0.81				90		0		1		1		0.01

		21		261		178		439		3.04				56		46		86		132		0.92				91		0		1		1		0.01

		22		246		169		415		2.88				57		38		71		109		0.76				92		1		1		2		0.01

		23		250		210		460		3.19				58		35		54		89		0.62				93		2		3		5		0.03

		24		300		232		532		3.69				59		31		49		80		0.55				94		2		0		2		0.01

		25 ～ 29		1,312		1,121		2,433		16.87				60 ～ 64		106		203		309		2.14				95 ～ 99		0		0		0		0.00

		25		293		257		550		3.81				60		22		50		72		0.50				95		0		0		0		0.00

		26		285		219		504		3.49				61		23		49		72		0.50				96		0		0		0		0.00

		27		286		216		502		3.48				62		19		41		60		0.42				97		0		0		0		0.00

		28		244		203		447		3.10				63		21		34		55		0.38				98		0		0		0		0.00

		29		204		226		430		2.98				64		21		29		50		0.35				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		922		943		1,865		12.93				65 ～ 69		79		99		178		1.23				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		205		199		404		2.80				65		19		17		36		0.25				100		0		0		0		0.00

		31		183		166		349		2.42				66		16		22		38		0.26				101		0		0		0		0.00

		32		155		179		334		2.32				67		19		27		46		0.32				102		0		0		0		0.00

		33		196		186		382		2.65				68		10		14		24		0.17				103		0		0		0		0.00

		34		183		213		396		2.75				69		15		19		34		0.24				104～		0		0		0		0.00





2018①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成３０年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		239,279		女 オンナ		239,823		計 ケイ		479,102



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,396		8,846		18,242		3.81				35 ～ 39		16,112		14,401		30,513		6.37				70 ～ 74		14,450		16,632		31,082		6.49

		0		1,818		1,686		3,504		0.73				35		3,197		2,893		6,090		1.27				70		3,897		4,274		8,171		1.71

		1		1,811		1,764		3,575		0.75				36		3,094		2,741		5,835		1.22				71		2,920		3,334		6,254		1.31

		2		1,935		1,795		3,730		0.78				37		3,147		2,784		5,931		1.24				72		2,119		2,426		4,545		0.95

		3		1,932		1,806		3,738		0.78				38		3,259		2,995		6,254		1.31				73		2,554		2,983		5,537		1.16

		4		1,900		1,795		3,695		0.77				39		3,415		2,988		6,403		1.34				74		2,960		3,615		6,575		1.37

		5 ～ 9		9,636		9,341		18,977		3.96				40 ～ 44		19,541		17,634		37,175		7.76				75 ～ 79		11,886		14,485		26,371		5.50

		5		1,926		1,800		3,726		0.78				40		3,590		3,180		6,770		1.41				75		2,739		3,278		6,017		1.26

		6		1,899		1,862		3,761		0.79				41		3,683		3,246		6,929		1.45				76		2,811		3,352		6,163		1.29

		7		1,935		1,877		3,812		0.80				42		3,763		3,411		7,174		1.50				77		2,447		2,975		5,422		1.13

		8		1,904		1,884		3,788		0.79				43		4,216		3,764		7,980		1.67				78		2,022		2,543		4,565		0.95

		9		1,972		1,918		3,890		0.81				44		4,289		4,033		8,322		1.74				79		1,867		2,337		4,204		0.88

		10 ～ 14		10,339		9,544		19,883		4.15				45 ～ 49		21,784		19,747		41,531		8.67				80 ～ 84		8,328		10,650		18,978		3.96

		10		2,014		1,872		3,886		0.81				45		4,457		4,027		8,484		1.77				80		2,062		2,514		4,576		0.96

		11		2,052		1,899		3,951		0.82				46		4,547		4,025		8,572		1.79				81		1,793		2,333		4,126		0.86

		12		1,983		1,832		3,815		0.80				47		4,229		4,035		8,264		1.72				82		1,757		2,216		3,973		0.83

		13		2,134		1,969		4,103		0.86				48		4,311		3,806		8,117		1.69				83		1,438		1,900		3,338		0.70

		14		2,156		1,972		4,128		0.86				49		4,240		3,854		8,094		1.69				84		1,278		1,687		2,965		0.62

		15 ～ 19		11,242		10,905		22,147		4.62				50 ～ 54		18,418		16,226		34,644		7.23				85 ～ 89		3,726		6,061		9,787		2.04

		15		2,185		2,123		4,308		0.90				50		4,137		3,702		7,839		1.64				85		1,070		1,596		2,666		0.56

		16		2,131		2,151		4,282		0.89				51		3,509		3,055		6,564		1.37				86		886		1,335		2,221		0.46

		17		2,295		2,200		4,495		0.94				52		3,786		3,246		7,032		1.47				87		693		1,190		1,883		0.39

		18		2,260		2,199		4,459		0.93				53		3,677		3,313		6,990		1.46				88		619		974		1,593		0.33

		19		2,371		2,232		4,603		0.96				54		3,309		2,910		6,219		1.30				89		458		966		1,424		0.30

		20 ～ 24		12,614		12,464		25,078		5.23				55 ～ 59		14,375		13,149		27,524		5.74				90 ～ 94		1,116		2,794		3,910		0.82

		20		2,407		2,317		4,724		0.99				55		3,133		2,811		5,944		1.24				90		341		787		1,128		0.24

		21		2,480		2,492		4,972		1.04				56		2,979		2,730		5,709		1.19				91		296		676		972		0.20

		22		2,512		2,578		5,090		1.06				57		2,822		2,575		5,397		1.13				92		232		554		786		0.16

		23		2,647		2,618		5,265		1.10				58		2,744		2,496		5,240		1.09				93		134		409		543		0.11

		24		2,568		2,459		5,027		1.05				59		2,697		2,537		5,234		1.09				94		113		368		481		0.10

		25 ～ 29		13,183		12,666		25,849		5.40				60 ～ 64		12,602		12,623		25,225		5.27				95 ～ 99		186		867		1,053		0.22

		25		2,572		2,575		5,147		1.07				60		2,482		2,404		4,886		1.02				95		66		274		340		0.07

		26		2,651		2,579		5,230		1.09				61		2,453		2,378		4,831		1.01				96		57		211		268		0.06

		27		2,596		2,465		5,061		1.06				62		2,470		2,559		5,029		1.05				97		34		187		221		0.05

		28		2,540		2,447		4,987		1.04				63		2,626		2,553		5,179		1.08				98		19		131		150		0.03

		29		2,824		2,600		5,424		1.13				64		2,571		2,729		5,300		1.11				99		10		64		74		0.02

		30 ～ 34		14,599		13,350		27,949		5.83				65 ～ 69		15,722		17,285		33,007		6.89				100 ～    		24		153		177		0.04

		30		2,795		2,468		5,263		1.10				65		2,732		2,901		5,633		1.18				100		8		60		68		0.01

		31		2,778		2,636		5,414		1.13				66		2,836		3,102		5,938		1.24				101		4		42		46		0.01

		32		2,814		2,729		5,543		1.16				67		3,057		3,459		6,516		1.36				102		5		17		22		0.00

		33		3,094		2,800		5,894		1.23				68		3,526		3,883		7,409		1.55				103		1		10		11		0.00

		34		3,118		2,717		5,835		1.22				69		3,571		3,940		7,511		1.57				104～		6		24		30		0.01





2018②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成３０年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		7,470		女 オンナ		8,161		計 ケイ		15,631



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		445		370		815		5.21				35 ～ 39		800		963		1,763		11.28				70 ～ 74		50		64		114		0.73

		0		86		79		165		1.06				35		187		224		411		2.63				70		17		19		36		0.23

		1		100		84		184		1.18				36		181		209		390		2.50				71		14		13		27		0.17

		2		83		77		160		1.02				37		166		181		347		2.22				72		7		11		18		0.12

		3		102		77		179		1.15				38		151		180		331		2.12				73		5		15		20		0.13

		4		74		53		127		0.81				39		115		169		284		1.82				74		7		6		13		0.08

		5 ～ 9		294		252		546		3.49				40 ～ 44		491		645		1,136		7.27				75 ～ 79		39		42		81		0.52

		5		74		76		150		0.96				40		113		132		245		1.57				75		7		14		21		0.13

		6		63		56		119		0.76				41		104		144		248		1.59				76		12		13		25		0.16

		7		56		45		101		0.65				42		104		115		219		1.40				77		7		5		12		0.08

		8		56		43		99		0.63				43		79		119		198		1.27				78		9		6		15		0.10

		9		45		32		77		0.49				44		91		135		226		1.45				79		4		4		8		0.05

		10 ～ 14		177		163		340		2.18				45 ～ 49		398		730		1,128		7.22				80 ～ 84		12		25		37		0.24

		10		49		49		98		0.63				45		81		156		237		1.52				80		2		4		6		0.04

		11		44		25		69		0.44				46		83		145		228		1.46				81		4		3		7		0.04

		12		31		37		68		0.44				47		96		143		239		1.53				82		3		7		10		0.06

		13		31		33		64		0.41				48		64		144		208		1.33				83		1		3		4		0.03

		14		22		19		41		0.26				49		74		142		216		1.38				84		2		8		10		0.06

		15 ～ 19		240		244		484		3.10				50 ～ 54		293		637		930		5.95				85 ～ 89		7		16		23		0.15

		15		26		20		46		0.29				50		56		123		179		1.15				85		1		8		9		0.06

		16		22		27		49		0.31				51		60		128		188		1.20				86		0		2		2		0.01

		17		30		28		58		0.37				52		65		131		196		1.25				87		0		3		3		0.02

		18		41		54		95		0.61				53		63		128		191		1.22				88		3		2		5		0.03

		19		121		115		236		1.51				54		49		127		176		1.13				89		3		1		4		0.03

		20 ～ 24		1,357		1,042		2,399		15.35				55 ～ 59		232		390		622		3.98				90 ～ 94		5		6		11		0.07

		20		186		164		350		2.24				55		68		94		162		1.04				90		2		0		2		0.01

		21		270		191		461		2.95				56		44		79		123		0.79				91		0		1		1		0.01

		22		301		236		537		3.44				57		41		86		127		0.81				92		0		1		1		0.01

		23		316		208		524		3.35				58		44		74		118		0.75				93		1		1		2		0.01

		24		284		243		527		3.37				59		35		57		92		0.59				94		2		3		5		0.03

		25 ～ 29		1,464		1,232		2,696		17.25				60 ～ 64		122		231		353		2.26				95 ～ 99		2		0		2		0.01

		25		301		250		551		3.53				60		32		52		84		0.54				95		2		0		2		0.01

		26		330		261		591		3.78				61		27		52		79		0.51				96		0		0		0		0.00

		27		296		259		555		3.55				62		26		49		75		0.48				97		0		0		0		0.00

		28		287		246		533		3.41				63		18		43		61		0.39				98		0		0		0		0.00

		29		250		216		466		2.98				64		19		35		54		0.35				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		958		1,000		1,958		12.53				65 ～ 69		84		109		193		1.23				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		205		236		441		2.82				65		17		29		46		0.29				100		0		0		0		0.00

		31		203		204		407		2.60				66		22		16		38		0.24				101		0		0		0		0.00

		32		194		187		381		2.44				67		17		23		40		0.26				102		0		0		0		0.00

		33		166		180		346		2.21				68		18		27		45		0.29				103		0		0		0		0.00

		34		190		193		383		2.45				69		10		14		24		0.15				104～		0		0		0		0.00





2019①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成３１年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		239,644		女 オンナ		240,847		計 ケイ		480,491



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,314		8,807		18,121		3.77				35 ～ 39		15,925		14,190		30,115		6.27				70 ～ 74		14,780		16,841		31,621		6.58

		0		1,700		1,685		3,385		0.70				35		3,139		2,744		5,883		1.22				70		3,500		3,912		7,412		1.54

		1		1,874		1,773		3,647		0.76				36		3,216		2,864		6,080		1.27				71		3,842		4,251		8,093		1.68

		2		1,863		1,767		3,630		0.76				37		3,111		2,767		5,878		1.22				72		2,876		3,309		6,185		1.29

		3		1,932		1,775		3,707		0.77				38		3,167		2,818		5,985		1.25				73		2,072		2,419		4,491		0.93

		4		1,945		1,807		3,752		0.78				39		3,292		2,997		6,289		1.31				74		2,490		2,950		5,440		1.13

		5 ～ 9		9,567		9,221		18,788		3.91				40 ～ 44		18,703		16,636		35,339		7.35				75 ～ 79		12,609		15,591		28,200		5.87

		5		1,897		1,792		3,689		0.77				40		3,438		3,010		6,448		1.34				75		2,892		3,574		6,466		1.35

		6		1,934		1,810		3,744		0.78				41		3,576		3,176		6,752		1.41				76		2,654		3,252		5,906		1.23

		7		1,904		1,859		3,763		0.78				42		3,665		3,254		6,919		1.44				77		2,731		3,316		6,047		1.26

		8		1,933		1,867		3,800		0.79				43		3,805		3,424		7,229		1.50				78		2,377		2,940		5,317		1.11

		9		1,899		1,893		3,792		0.79				44		4,219		3,772		7,991		1.66				79		1,955		2,509		4,464		0.93

		10 ～ 14		10,178		9,504		19,682		4.10				45 ～ 49		21,839		19,957		41,796		8.70				80 ～ 84		8,481		11,032		19,513		4.06

		10		1,967		1,915		3,882		0.81				45		4,289		4,038		8,327		1.73				80		1,785		2,290		4,075		0.85

		11		2,019		1,878		3,897		0.81				46		4,443		4,030		8,473		1.76				81		1,980		2,465		4,445		0.93

		12		2,066		1,900		3,966		0.83				47		4,549		4,028		8,577		1.79				82		1,705		2,263		3,968		0.83

		13		1,990		1,834		3,824		0.80				48		4,263		4,033		8,296		1.73				83		1,663		2,171		3,834		0.80

		14		2,136		1,977		4,113		0.86				49		4,295		3,828		8,123		1.69				84		1,348		1,843		3,191		0.66

		15 ～ 19		11,124		10,708		21,832		4.54				50 ～ 54		19,314		17,155		36,469		7.59				85 ～ 89		4,114		6,448		10,562		2.20

		15		2,157		1,981		4,138		0.86				50		4,230		3,861		8,091		1.68				85		1,176		1,625		2,801		0.58

		16		2,185		2,108		4,293		0.89				51		4,121		3,690		7,811		1.63				86		970		1,527		2,497		0.52

		17		2,137		2,151		4,288		0.89				52		3,516		3,050		6,566		1.37				87		795		1,283		2,078		0.43

		18		2,349		2,240		4,589		0.96				53		3,779		3,243		7,022		1.46				88		607		1,119		1,726		0.36

		19		2,296		2,228		4,524		0.94				54		3,668		3,311		6,979		1.45				89		566		894		1,460		0.30

		20 ～ 24		12,784		12,702		25,486		5.30				55 ～ 59		14,876		13,486		28,362		5.90				90 ～ 94		1,221		3,020		4,241		0.88

		20		2,418		2,333		4,751		0.99				55		3,304		2,913		6,217		1.29				90		387		875		1,262		0.26

		21		2,472		2,441		4,913		1.02				56		3,101		2,800		5,901		1.23				91		301		706		1,007		0.21

		22		2,678		2,662		5,340		1.11				57		2,965		2,718		5,683		1.18				92		239		608		847		0.18

		23		2,560		2,628		5,188		1.08				58		2,796		2,584		5,380		1.12				93		185		485		670		0.14

		24		2,656		2,638		5,294		1.10				59		2,710		2,471		5,181		1.08				94		109		346		455		0.09

		25 ～ 29		13,033		12,684		25,717		5.35				60 ～ 64		12,623		12,402		25,025		5.21				95 ～ 99		205		930		1,135		0.24

		25		2,589		2,484		5,073		1.06				60		2,684		2,531		5,215		1.09				95		86		299		385		0.08

		26		2,572		2,622		5,194		1.08				61		2,469		2,405		4,874		1.01				96		46		210		256		0.05

		27		2,655		2,607		5,262		1.10				62		2,439		2,365		4,804		1.00				97		38		172		210		0.04

		28		2,618		2,506		5,124		1.07				63		2,456		2,551		5,007		1.04				98		24		142		166		0.03

		29		2,599		2,465		5,064		1.05				64		2,575		2,550		5,125		1.07				99		11		107		118		0.02

		30 ～ 34		14,396		13,361		27,757		5.78				65 ～ 69		14,539		16,007		30,546		6.36				100 ～    		19		165		184		0.04

		30		2,848		2,622		5,470		1.14				65		2,549		2,717		5,266		1.10				100		5		50		55		0.01

		31		2,797		2,522		5,319		1.11				66		2,695		2,897		5,592		1.16				101		6		44		50		0.01

		32		2,786		2,622		5,408		1.13				67		2,796		3,092		5,888		1.23				102		3		32		35		0.01

		33		2,866		2,741		5,607		1.17				68		3,030		3,432		6,462		1.34				103		3		17		20		0.00

		34		3,099		2,854		5,953		1.24				69		3,469		3,869		7,338		1.53				104～		2		22		24		0.00





2019②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				　平成３１年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		7,896		女 オンナ		8,574		計 ケイ		16,470



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		422		408		830		5.04				35 ～ 39		888		1,011		1,899		11.53				70 ～ 74		50		67		117		0.71

		0		59		84		143		0.87				35		200		207		407		2.47				70		9		11		20		0.12

		1		78		90		168		1.02				36		176		225		401		2.43				71		17		19		36		0.22

		2		96		85		181		1.10				37		186		211		397		2.41				72		13		13		26		0.16

		3		86		70		156		0.95				38		164		183		347		2.11				73		6		10		16		0.10

		4		103		79		182		1.11				39		162		185		347		2.11				74		5		14		19		0.12

		5 ～ 9		317		272		589		3.58				40 ～ 44		502		673		1,175		7.13				75 ～ 79		40		43		83		0.50

		5		73		55		128		0.78				40		111		171		282		1.71				75		6		5		11		0.07

		6		73		78		151		0.92				41		115		138		253		1.54				76		7		13		20		0.12

		7		62		54		116		0.70				42		101		140		241		1.46				77		12		14		26		0.16

		8		50		42		92		0.56				43		100		113		213		1.29				78		6		5		11		0.07

		9		59		43		102		0.62				44		75		111		186		1.13				79		9		6		15		0.09

		10 ～ 14		207		169		376		2.28				45 ～ 49		409		726		1,135		6.89				80 ～ 84		14		20		34		0.21

		10		47		27		74		0.45				45		89		135		224		1.36				80		4		4		8		0.05

		11		52		47		99		0.60				46		76		156		232		1.41				81		2		4		6		0.04

		12		44		24		68		0.41				47		84		146		230		1.40				82		4		3		7		0.04

		13		33		39		72		0.44				48		92		150		242		1.47				83		3		6		9		0.05

		14		31		32		63		0.38				49		68		139		207		1.26				84		1		3		4		0.02

		15 ～ 19		269		269		538		3.27				50 ～ 54		313		652		965		5.86				85 ～ 89		5		20		25		0.15

		15		20		21		41		0.25				50		74		140		214		1.30				85		2		7		9		0.05

		16		26		23		49		0.30				51		53		124		177		1.07				86		1		7		8		0.05

		17		24		33		57		0.35				52		57		124		181		1.10				87		0		2		2		0.01

		18		60		59		119		0.72				53		64		134		198		1.20				88		0		2		2		0.01

		19		139		133		272		1.65				54		65		130		195		1.18				89		2		2		4		0.02

		20 ～ 24		1,408		1,092		2,500		15.18				55 ～ 59		245		468		713		4.33				90 ～ 94		6		3		9		0.05

		20		189		158		347		2.11				55		51		130		181		1.10				90		3		1		4		0.02

		21		248		203		451		2.74				56		68		96		164		1.00				91		1		0		1		0.01

		22		313		216		529		3.21				57		43		83		126		0.77				92		0		0		0		0.00

		23		336		263		599		3.64				58		43		85		128		0.78				93		0		1		1		0.01

		24		322		252		574		3.49				59		40		74		114		0.69				94		2		1		3		0.02

		25 ～ 29		1,510		1,262		2,772		16.83				60 ～ 64		131		242		373		2.26				95 ～ 99		3		3		6		0.04

		25		309		251		560		3.40				60		34		52		86		0.52				95		1		3		4		0.02

		26		298		264		562		3.41				61		31		54		85		0.52				96		2		0		2		0.01

		27		342		247		589		3.58				62		23		49		72		0.44				97		0		0		0		0.00

		28		269		249		518		3.15				63		25		48		73		0.44				98		0		0		0		0.00

		29		292		251		543		3.30				64		18		39		57		0.35				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		1,064		1,046		2,110		12.81				65 ～ 69		93		128		221		1.34				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		267		229		496		3.01				65		19		34		53		0.32				100		0		0		0		0.00

		31		214		226		440		2.67				66		17		28		45		0.27				101		0		0		0		0.00

		32		211		211		422		2.56				67		21		15		36		0.22				102		0		0		0		0.00

		33		200		185		385		2.34				68		17		24		41		0.25				103		0		0		0		0.00

		34		172		195		367		2.23				69		19		27		46		0.28				104～		0		0		0		0.00





2020①

												***　年齢階層別人口統計票（日本人住民）　***

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				令和２年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		239,823		女 オンナ		241,678		計 ケイ		481,501



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		9,117		8,683		17,800		3.70				35 ～ 39		15,728		14,136		29,864		6.20				70 ～ 74		15,535		17,628		33,163		6.89

		0		1,697		1,619		3,316		0.69				35		3,120		2,849		5,969		1.24				70		3,402		3,837		7,239		1.50

		1		1,767		1,732		3,499		0.73				36		3,150		2,785		5,935		1.23				71		3,472		3,894		7,366		1.53

		2		1,864		1,799		3,663		0.76				37		3,190		2,881		6,071		1.26				72		3,786		4,212		7,998		1.66

		3		1,856		1,754		3,610		0.75				38		3,113		2,787		5,900		1.23				73		2,823		3,291		6,114		1.27

		4		1,933		1,779		3,712		0.77				39		3,155		2,834		5,989		1.24				74		2,052		2,394		4,446		0.92

		5 ～ 9		9,650		9,137		18,787		3.90				40 ～ 44		17,823		15,852		33,675		6.99				75 ～ 79		12,694		15,826		28,520		5.92

		5		1,952		1,795		3,747		0.78				40		3,320		3,013		6,333		1.32				75		2,433		2,925		5,358		1.11

		6		1,889		1,798		3,687		0.77				41		3,470		2,985		6,455		1.34				76		2,799		3,531		6,330		1.31

		7		1,957		1,807		3,764		0.78				42		3,584		3,184		6,768		1.41				77		2,573		3,202		5,775		1.20

		8		1,920		1,866		3,786		0.79				43		3,661		3,266		6,927		1.44				78		2,614		3,272		5,886		1.22

		9		1,932		1,871		3,803		0.79				44		3,788		3,404		7,192		1.49				79		2,275		2,896		5,171		1.07

		10 ～ 14		9,946		9,459		19,405		4.03				45 ～ 49		21,788		19,901		41,689		8.66				80 ～ 84		8,610		11,393		20,003		4.15

		10		1,911		1,911		3,822		0.79				45		4,215		3,764		7,979		1.66				80		1,889		2,469		4,358		0.91

		11		1,962		1,914		3,876		0.80				46		4,308		4,039		8,347		1.73				81		1,705		2,231		3,936		0.82

		12		2,009		1,886		3,895		0.81				47		4,463		4,014		8,477		1.76				82		1,868		2,400		4,268		0.89

		13		2,065		1,913		3,978		0.83				48		4,555		4,039		8,594		1.78				83		1,615		2,189		3,804		0.79

		14		1,999		1,835		3,834		0.80				49		4,247		4,045		8,292		1.72				84		1,533		2,104		3,637		0.76

		15 ～ 19		11,042		10,597		21,639		4.49				50 ～ 54		19,897		17,649		37,546		7.80				85 ～ 89		4,420		7,026		11,446		2.38

		15		2,132		1,971		4,103		0.85				50		4,283		3,836		8,119		1.69				85		1,245		1,784		3,029		0.63

		16		2,163		1,990		4,153		0.86				51		4,234		3,853		8,087		1.68				86		1,060		1,549		2,609		0.54

		17		2,175		2,119		4,294		0.89				52		4,109		3,683		7,792		1.62				87		857		1,448		2,305		0.48

		18		2,168		2,221		4,389		0.91				53		3,509		3,045		6,554		1.36				88		729		1,216		1,945		0.40

		19		2,404		2,296		4,700		0.98				54		3,762		3,232		6,994		1.45				89		529		1,029		1,558		0.32

		20 ～ 24		12,734		12,862		25,596		5.32				55 ～ 59		15,790		14,288		30,078		6.25				90 ～ 94		1,384		3,193		4,577		0.95

		20		2,356		2,324		4,680		0.97				55		3,650		3,296		6,946		1.44				90		486		822		1,308		0.27

		21		2,471		2,445		4,916		1.02				56		3,298		2,896		6,194		1.29				91		318		783		1,101		0.23

		22		2,618		2,665		5,283		1.10				57		3,095		2,807		5,902		1.23				92		248		639		887		0.18

		23		2,674		2,749		5,423		1.13				58		2,970		2,724		5,694		1.18				93		185		547		732		0.15

		24		2,615		2,679		5,294		1.10				59		2,777		2,565		5,342		1.11				94		147		402		549		0.11

		25 ～ 29		13,319		12,964		26,283		5.46				60 ～ 64		12,707		12,265		24,972		5.19				95 ～ 99		213		938		1,151		0.24

		25		2,721		2,758		5,479		1.14				60		2,699		2,463		5,162		1.07				95		77		277		354		0.07

		26		2,652		2,516		5,168		1.07				61		2,671		2,518		5,189		1.08				96		63		253		316		0.07

		27		2,588		2,614		5,202		1.08				62		2,455		2,399		4,854		1.01				97		33		169		202		0.04

		28		2,717		2,589		5,306		1.10				63		2,418		2,352		4,770		0.99				98		24		128		152		0.03

		29		2,641		2,487		5,128		1.07				64		2,464		2,533		4,997		1.04				99		16		111		127		0.03

		30 ～ 34		13,950		13,045		26,995		5.61				65 ～ 69		13,456		14,650		28,106		5.84				100 ～    		20		186		206		0.04

		30		2,624		2,492		5,116		1.06				65		2,545		2,541		5,086		1.06				100		8		77		85		0.02

		31		2,844		2,637		5,481		1.14				66		2,507		2,709		5,216		1.08				101		5		32		37		0.01

		32		2,808		2,543		5,351		1.11				67		2,668		2,899		5,567		1.16				102		5		32		37		0.01

		33		2,804		2,628		5,432		1.13				68		2,752		3,078		5,830		1.21				103		1		23		24		0.00

		34		2,870		2,745		5,615		1.17				69		2,984		3,423		6,407		1.33				104～		1		22		23		0.00





2020②

												***　年齢階層別人口統計票（外国人住民）　*** ガイコク

		管区コード カンク				管区名 カンク メイ		合計																				令和２年　３月　末日 現在						1頁



																						*合計* ゴウケイ		男 オトコ		8,437		女 オンナ		9,056		計 ケイ		17,493



		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ				年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		比率 ヒリツ

		0 ～ 4		435		434		869		4.97				35 ～ 39		909		1,000		1,909		10.91				70 ～ 74		65		77		142		0.81

		0		89		82		171		0.98				35		167		205		372		2.13				70		19		26		45		0.26

		1		65		98		163		0.93				36		207		198		405		2.32				71		11		11		22		0.13

		2		82		90		172		0.98				37		184		220		404		2.31				72		15		18		33		0.19

		3		106		87		193		1.10				38		191		197		388		2.22				73		14		12		26		0.15

		4		93		77		170		0.97				39		160		180		340		1.94				74		6		10		16		0.09

		5 ～ 9		367		313		680		3.89				40 ～ 44		582		764		1,346		7.69				75 ～ 79		35		48		83		0.47

		5		98		85		183		1.05				40		157		191		348		1.99				75		4		14		18		0.10

		6		83		53		136		0.78				41		111		175		286		1.63				76		7		4		11		0.06

		7		74		80		154		0.88				42		116		140		256		1.46				77		8		13		21		0.12

		8		60		54		114		0.65				43		96		143		239		1.37				78		11		12		23		0.13

		9		52		41		93		0.53				44		102		115		217		1.24				79		5		5		10		0.06

		10 ～ 14		227		186		413		2.36				45 ～ 49		419		690		1,109		6.34				80 ～ 84		21		25		46		0.26

		10		53		42		95		0.54				45		82		109		191		1.09				80		9		6		15		0.09

		11		50		29		79		0.45				46		85		132		217		1.24				81		3		4		7		0.04

		12		46		49		95		0.54				47		77		153		230		1.31				82		2		4		6		0.03

		13		46		25		71		0.41				48		83		145		228		1.30				83		5		5		10		0.06

		14		32		41		73		0.42				49		92		151		243		1.39				84		2		6		8		0.05

		15 ～ 19		279		290		569		3.25				50 ～ 54		312		663		975		5.57				85 ～ 89		4		20		24		0.14

		15		31		34		65		0.37				50		67		141		208		1.19				85		1		2		3		0.02

		16		24		20		44		0.25				51		76		146		222		1.27				86		2		7		9		0.05

		17		25		28		53		0.30				52		49		123		172		0.98				87		1		7		8		0.05

		18		51		63		114		0.65				53		55		123		178		1.02				88		0		2		2		0.01

		19		148		145		293		1.67				54		65		130		195		1.11				89		0		2		2		0.01

		20 ～ 24		1,404		1,149		2,553		14.59				55 ～ 59		272		518		790		4.52				90 ～ 94		4		3		7		0.04

		20		212		173		385		2.20				55		67		133		200		1.14				90		2		1		3		0.02

		21		223		199		422		2.41				56		51		128		179		1.02				91		1		1		2		0.01

		22		268		246		514		2.94				57		68		97		165		0.94				92		1		0		1		0.01

		23		332		244		576		3.29				58		44		82		126		0.72				93		0		0		0		0.00

		24		369		287		656		3.75				59		42		78		120		0.69				94		0		1		1		0.01

		25 ～ 29		1,603		1,285		2,888		16.51				60 ～ 64		157		272		429		2.45				95 ～ 99		3		3		6		0.03

		25		363		267		630		3.60				60		43		70		113		0.65				95		2		1		3		0.02

		26		336		248		584		3.34				61		34		52		86		0.49				96		0		2		2		0.01

		27		294		254		548		3.13				62		34		53		87		0.50				97		1		0		1		0.01

		28		321		251		572		3.27				63		24		50		74		0.42				98		0		0		0		0.00

		29		289		265		554		3.17				64		22		47		69		0.39				99		0		0		0		0.00

		30 ～ 34		1,249		1,169		2,418		13.82				65 ～ 69		90		147		237		1.35				100 ～    		0		0		0		0.00

		30		309		275		584		3.34				65		17		38		55		0.31				100		0		0		0		0.00

		31		286		245		531		3.04				66		19		36		55		0.31				101		0		0		0		0.00

		32		236		225		461		2.64				67		16		29		45		0.26				102		0		0		0		0.00

		33		209		228		437		2.50				68		22		17		39		0.22				103		0		0		0		0.00

		34		209		196		405		2.32				69		16		27		43		0.25				104～		0		0		0		0.00





全人口

		年齢階層別人口統計（住基）各年３月末 ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ジュウキ カクネン ガツ マツ

																												※外国人算入→ ガイコク ジン サンニュウ

		年齢 ネンレイ		2009年 ネン						2010年 ネン						2011年 ネン						2012年 ネン						2013年 ネン						2014年 ネン						2015年 ネン						2016年 ネン						2017年 ネン						2018年 ネン						2019年 ネン						2020年 ネン

				計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ

		0		4,212		2,150		2,062		4,180		2,159		2,021		4,063		2,058		2,005		3,930		1,968		1,962		3,844		1,989		1,855		3,845		1,973		1,872		3,783		1,943		1,840		3,818		1,961		1,857		3,628		1,839		1,789		3,669		1,904		1,765		3,528		1,759		1,769		3,487		1,786		1,701

		1		4,163		2,146		2,017		4,275		2,186		2,089		4,175		2,140		2,035		3,996		2,025		1,971		4,045		2,016		2,029		3,892		2,009		1,883		3,906		2,010		1,896		3,919		2,026		1,893		3,917		2,017		1,900		3,759		1,911		1,848		3,815		1,952		1,863		3,662		1,832		1,830

		2		4,227		2,212		2,015		4,088		2,098		1,990		4,231		2,153		2,078		3,979		2,015		1,964		3,996		2,042		1,954		3,990		1,989		2,001		3,865		1,998		1,867		3,883		1,995		1,888		3,928		2,038		1,890		3,890		2,018		1,872		3,811		1,959		1,852		3,835		1,946		1,889

		3		3,985		2,029		1,956		4,163		2,174		1,989		4,063		2,074		1,989		4,005		2,047		1,958		3,935		1,976		1,959		3,944		2,016		1,928		3,936		1,970		1,966		3,898		2,007		1,891		3,850		1,997		1,853		3,917		2,034		1,883		3,863		2,018		1,845		3,803		1,962		1,841

		4		4,196		2,151		2,045		3,958		2,012		1,946		4,119		2,151		1,968		3,981		2,048		1,933		4,043		2,064		1,979		3,894		1,955		1,939		3,905		1,992		1,913		3,904		1,963		1,941		3,877		1,999		1,878		3,822		1,974		1,848		3,934		2,048		1,886		3,882		2,026		1,856

		5		4,236		2,229		2,007		4,160		2,143		2,017		3,942		2,007		1,935		4,000		2,092		1,908		4,025		2,078		1,947		3,987		2,035		1,952		3,846		1,925		1,921		3,902		1,984		1,918		3,893		1,971		1,922		3,876		2,000		1,876		3,817		1,970		1,847		3,930		2,050		1,880

		6		4,328		2,206		2,122		4,187		2,198		1,989		4,150		2,157		1,993		3,828		1,978		1,850		4,029		2,105		1,924		3,951		2,035		1,916		3,971		2,025		1,946		3,858		1,937		1,921		3,896		1,979		1,917		3,880		1,962		1,918		3,895		2,007		1,888		3,823		1,972		1,851

		7		4,302		2,143		2,159		4,327		2,198		2,129		4,158		2,189		1,969		4,114		2,144		1,970		3,863		2,003		1,860		4,004		2,096		1,908		3,943		2,033		1,910		3,961		2,015		1,946		3,900		1,964		1,936		3,913		1,991		1,922		3,879		1,966		1,913		3,918		2,031		1,887

		8		4,522		2,315		2,207		4,286		2,143		2,143		4,317		2,196		2,121		4,108		2,155		1,953		4,159		2,169		1,990		3,836		2,000		1,836		4,004		2,090		1,914		3,951		2,045		1,906		3,968		2,013		1,955		3,887		1,960		1,927		3,892		1,983		1,909		3,900		1,980		1,920

		9		4,343		2,233		2,110		4,514		2,306		2,208		4,283		2,138		2,145		4,306		2,187		2,119		4,134		2,168		1,966		4,138		2,158		1,980		3,845		2,008		1,837		4,020		2,105		1,915		3,963		2,050		1,913		3,967		2,017		1,950		3,894		1,958		1,936		3,896		1,984		1,912

		10		4,388		2,242		2,146		4,348		2,234		2,114		4,513		2,293		2,220		4,271		2,131		2,140		4,349		2,196		2,153		4,138		2,166		1,972		4,138		2,159		1,979		3,865		2,013		1,852		4,014		2,095		1,919		3,984		2,063		1,921		3,956		2,014		1,942		3,917		1,964		1,953

		11		4,361		2,231		2,130		4,383		2,245		2,138		4,351		2,232		2,119		4,510		2,288		2,222		4,297		2,147		2,150		4,337		2,194		2,143		4,157		2,171		1,986		4,132		2,170		1,962		3,873		2,006		1,867		4,020		2,096		1,924		3,996		2,071		1,925		3,955		2,012		1,943

		12		4,452		2,250		2,202		4,366		2,232		2,134		4,406		2,255		2,151		4,350		2,220		2,130		4,558		2,310		2,248		4,299		2,144		2,155		4,347		2,208		2,139		4,181		2,189		1,992		4,163		2,172		1,991		3,883		2,014		1,869		4,034		2,110		1,924		3,990		2,055		1,935

		13		4,238		2,165		2,073		4,445		2,243		2,202		4,366		2,224		2,142		4,401		2,254		2,147		4,397		2,234		2,163		4,558		2,321		2,237		4,309		2,142		2,167		4,341		2,197		2,144		4,181		2,189		1,992		4,167		2,165		2,002		3,896		2,023		1,873		4,049		2,111		1,938

		14		4,275		2,158		2,117		4,242		2,164		2,078		4,442		2,239		2,203		4,353		2,225		2,128		4,465		2,285		2,180		4,396		2,232		2,164		4,556		2,321		2,235		4,317		2,150		2,167		4,353		2,204		2,149		4,169		2,178		1,991		4,176		2,167		2,009		3,907		2,031		1,876

		15		4,057		2,124		1,933		4,286		2,152		2,134		4,261		2,167		2,094		4,427		2,241		2,186		4,391		2,249		2,142		4,464		2,285		2,179		4,429		2,248		2,181		4,571		2,334		2,237		4,348		2,161		2,187		4,354		2,211		2,143		4,179		2,177		2,002		4,168		2,163		2,005

		16		4,090		2,092		1,998		4,045		2,111		1,934		4,288		2,160		2,128		4,257		2,173		2,084		4,480		2,269		2,211		4,389		2,250		2,139		4,459		2,274		2,185		4,407		2,233		2,174		4,551		2,325		2,226		4,331		2,153		2,178		4,342		2,211		2,131		4,197		2,187		2,010

		17		4,166		2,116		2,050		4,089		2,088		2,001		4,054		2,115		1,939		4,281		2,152		2,129		4,318		2,213		2,105		4,481		2,270		2,211		4,395		2,252		2,143		4,464		2,279		2,185		4,419		2,238		2,181		4,553		2,325		2,228		4,345		2,161		2,184		4,347		2,200		2,147

		18		4,080		2,078		2,002		4,197		2,134		2,063		4,161		2,132		2,029		4,094		2,126		1,968		4,436		2,242		2,194		4,427		2,278		2,149		4,569		2,310		2,259		4,574		2,334		2,240		4,625		2,364		2,261		4,554		2,301		2,253		4,708		2,409		2,299		4,503		2,219		2,284

		19		4,201		2,104		2,097		4,244		2,179		2,065		4,357		2,236		2,121		4,302		2,200		2,102		4,295		2,207		2,088		4,660		2,373		2,287		4,706		2,433		2,273		4,867		2,453		2,414		4,802		2,455		2,347		4,839		2,492		2,347		4,796		2,435		2,361		4,993		2,552		2,441

		20		4,566		2,334		2,232		4,263		2,142		2,121		4,327		2,227		2,100		4,423		2,262		2,161		4,578		2,328		2,250		4,457		2,286		2,171		4,893		2,494		2,399		4,970		2,554		2,416		5,150		2,611		2,539		5,074		2,593		2,481		5,098		2,607		2,491		5,065		2,568		2,497

		21		4,674		2,437		2,237		4,702		2,400		2,302		4,399		2,203		2,196		4,434		2,277		2,157		4,702		2,415		2,287		4,837		2,458		2,379		4,657		2,378		2,279		5,138		2,613		2,525		5,199		2,669		2,530		5,433		2,750		2,683		5,364		2,720		2,644		5,338		2,694		2,644

		22		5,331		2,739		2,592		4,957		2,574		2,383		4,996		2,555		2,441		4,620		2,300		2,320		4,857		2,477		2,380		5,104		2,631		2,473		5,255		2,674		2,581		5,184		2,637		2,547		5,565		2,831		2,734		5,627		2,813		2,814		5,869		2,991		2,878		5,797		2,886		2,911

		23		5,761		2,934		2,827		5,446		2,813		2,633		5,181		2,715		2,466		5,107		2,604		2,503		5,000		2,469		2,531		5,092		2,627		2,465		5,355		2,772		2,583		5,499		2,790		2,709		5,385		2,768		2,617		5,789		2,963		2,826		5,787		2,896		2,891		5,999		3,006		2,993

		24		6,129		3,260		2,869		5,777		2,976		2,801		5,561		2,851		2,710		5,202		2,739		2,463		5,409		2,774		2,635		5,144		2,584		2,560		5,208		2,696		2,512		5,537		2,868		2,669		5,701		2,884		2,817		5,554		2,852		2,702		5,868		2,978		2,890		5,950		2,984		2,966

		25		6,020		3,181		2,839		6,165		3,278		2,887		5,765		2,971		2,794		5,504		2,818		2,686		5,459		2,866		2,593		5,465		2,800		2,665		5,301		2,658		2,643		5,438		2,797		2,641		5,754		2,951		2,803		5,698		2,873		2,825		5,633		2,898		2,735		6,109		3,084		3,025

		26		6,275		3,273		3,002		6,030		3,177		2,853		6,154		3,234		2,920		5,655		2,908		2,747		5,704		2,877		2,827		5,511		2,882		2,629		5,603		2,902		2,701		5,417		2,732		2,685		5,563		2,868		2,695		5,821		2,981		2,840		5,756		2,870		2,886		5,752		2,988		2,764

		27		6,299		3,264		3,035		6,277		3,308		2,969		6,071		3,160		2,911		6,042		3,175		2,867		5,841		2,988		2,853		5,691		2,899		2,792		5,636		2,936		2,700		5,794		3,029		2,765		5,522		2,800		2,722		5,616		2,892		2,724		5,851		2,997		2,854		5,750		2,882		2,868

		28		6,365		3,361		3,004		6,294		3,278		3,016		6,299		3,324		2,975		6,002		3,102		2,900		6,218		3,230		2,988		5,848		3,002		2,846		5,702		2,914		2,788		5,626		2,932		2,694		5,886		3,085		2,801		5,520		2,827		2,693		5,642		2,887		2,755		5,878		3,038		2,840

		29		6,742		3,502		3,240		6,375		3,380		2,995		6,287		3,284		3,003		6,193		3,310		2,883		6,251		3,241		3,010		6,140		3,206		2,934		5,850		3,016		2,834		5,761		2,955		2,806		5,684		2,951		2,733		5,890		3,074		2,816		5,607		2,891		2,716		5,682		2,930		2,752

		30		6,896		3,596		3,300		6,756		3,492		3,264		6,355		3,371		2,984		6,187		3,229		2,958		6,473		3,426		3,047		6,219		3,265		2,954		6,139		3,211		2,928		5,910		3,047		2,863		5,785		2,964		2,821		5,704		3,000		2,704		5,966		3,115		2,851		5,700		2,933		2,767

		31		7,132		3,756		3,376		6,813		3,570		3,243		6,661		3,444		3,217		6,216		3,280		2,936		6,445		3,348		3,097		6,454		3,421		3,033		6,215		3,295		2,920		6,134		3,197		2,937		5,888		3,020		2,868		5,821		2,981		2,840		5,759		3,011		2,748		6,012		3,130		2,882

		32		7,447		3,971		3,476		7,065		3,722		3,343		6,788		3,563		3,225		6,503		3,358		3,145		6,437		3,385		3,052		6,345		3,311		3,034		6,414		3,374		3,040		6,206		3,270		2,936		6,158		3,205		2,953		5,924		3,008		2,916		5,830		2,997		2,833		5,812		3,044		2,768

		33		7,645		4,004		3,641		7,363		3,960		3,403		7,042		3,728		3,314		6,619		3,488		3,131		6,767		3,508		3,259		6,296		3,307		2,989		6,338		3,298		3,040		6,433		3,364		3,069		6,188		3,285		2,903		6,240		3,260		2,980		5,992		3,066		2,926		5,869		3,013		2,856

		34		8,328		4,407		3,921		7,586		3,985		3,601		7,326		3,936		3,390		6,951		3,712		3,239		6,847		3,580		3,267		6,614		3,420		3,194		6,311		3,337		2,974		6,255		3,279		2,976		6,425		3,338		3,087		6,218		3,308		2,910		6,320		3,271		3,049		6,020		3,079		2,941

		35		8,622		4,487		4,135		8,293		4,423		3,870		7,537		3,966		3,571		7,168		3,837		3,331		7,160		3,807		3,353		6,795		3,563		3,232		6,594		3,424		3,170		6,328		3,352		2,976		6,191		3,266		2,925		6,501		3,384		3,117		6,290		3,339		2,951		6,341		3,287		3,054

		36		8,908		4,717		4,191		8,612		4,459		4,153		8,281		4,407		3,874		7,337		3,865		3,472		7,324		3,895		3,429		7,060		3,749		3,311		6,723		3,540		3,183		6,567		3,406		3,161		6,280		3,313		2,967		6,225		3,275		2,950		6,481		3,392		3,089		6,340		3,357		2,983

		37		9,017		4,785		4,232		8,888		4,719		4,169		8,590		4,448		4,142		8,166		4,337		3,829		7,492		3,931		3,561		7,283		3,894		3,389		7,031		3,725		3,306		6,678		3,537		3,141		6,549		3,386		3,163		6,278		3,313		2,965		6,275		3,297		2,978		6,475		3,374		3,101

		38		8,588		4,486		4,102		9,012		4,769		4,243		8,793		4,684		4,109		8,567		4,432		4,135		8,250		4,377		3,873		7,462		3,920		3,542		7,258		3,864		3,394		7,016		3,702		3,314		6,683		3,502		3,181		6,585		3,410		3,175		6,332		3,331		3,001		6,288		3,304		2,984

		39		8,433		4,488		3,945		8,522		4,439		4,083		8,930		4,721		4,209		8,701		4,625		4,076		8,656		4,452		4,204		8,192		4,361		3,831		7,350		3,859		3,491		7,247		3,830		3,417		7,015		3,696		3,319		6,687		3,530		3,157		6,636		3,454		3,182		6,329		3,315		3,014

		40		8,313		4,379		3,934		8,420		4,483		3,937		8,525		4,437		4,088		8,822		4,691		4,131		8,866		4,653		4,213		8,563		4,394		4,169		8,184		4,329		3,855		7,377		3,857		3,520		7,228		3,811		3,417		7,015		3,703		3,312		6,730		3,549		3,181		6,681		3,477		3,204

		41		8,026		4,268		3,758		8,271		4,350		3,921		8,341		4,438		3,903		8,462		4,391		4,071		8,977		4,731		4,246		8,760		4,575		4,185		8,550		4,385		4,165		8,210		4,334		3,876		7,386		3,857		3,529		7,177		3,787		3,390		7,005		3,691		3,314		6,741		3,581		3,160

		42		6,744		3,596		3,148		7,997		4,238		3,759		8,238		4,325		3,913		8,272		4,417		3,855		8,611		4,421		4,190		8,902		4,669		4,233		8,717		4,530		4,187		8,536		4,378		4,158		8,164		4,308		3,856		7,393		3,867		3,526		7,160		3,766		3,394		7,024		3,700		3,324

		43		7,145		3,856		3,289		6,716		3,588		3,128		7,940		4,207		3,733		8,161		4,284		3,877		8,420		4,439		3,981		8,561		4,385		4,176		8,885		4,658		4,227		8,723		4,527		4,196		8,515		4,359		4,156		8,178		4,295		3,883		7,442		3,905		3,537		7,166		3,757		3,409

		44		7,118		3,793		3,325		7,152		3,880		3,272		6,697		3,581		3,116		7,908		4,190		3,718		8,352		4,345		4,007		8,392		4,421		3,971		8,502		4,334		4,168		8,852		4,657		4,195		8,734		4,540		4,194		8,548		4,380		4,168		8,177		4,294		3,883		7,409		3,890		3,519

		45		6,382		3,468		2,914		7,091		3,777		3,314		7,126		3,854		3,272		6,650		3,556		3,094		8,037		4,214		3,823		8,358		4,345		4,013		8,402		4,427		3,975		8,536		4,356		4,180		8,818		4,654		4,164		8,721		4,538		4,183		8,551		4,378		4,173		8,170		4,297		3,873

		46		6,106		3,220		2,886		6,370		3,454		2,916		7,086		3,772		3,314		7,081		3,831		3,250		6,846		3,629		3,217		7,997		4,188		3,809		8,305		4,324		3,981		8,366		4,399		3,967		8,528		4,341		4,187		8,800		4,630		4,170		8,705		4,519		4,186		8,564		4,393		4,171

		47		5,855		3,089		2,766		6,100		3,218		2,882		6,362		3,447		2,915		7,078		3,781		3,297		7,254		3,874		3,380		6,792		3,597		3,195		7,985		4,185		3,800		8,322		4,335		3,987		8,354		4,385		3,969		8,503		4,325		4,178		8,807		4,633		4,174		8,707		4,540		4,167

		48		5,519		2,896		2,623		5,842		3,077		2,765		6,096		3,213		2,883		6,309		3,415		2,894		7,234		3,815		3,419		7,255		3,864		3,391		6,769		3,595		3,174		8,015		4,212		3,803		8,327		4,329		3,998		8,325		4,375		3,950		8,538		4,355		4,183		8,822		4,638		4,184

		49		5,427		2,868		2,559		5,515		2,905		2,610		5,821		3,063		2,758		6,042		3,188		2,854		6,482		3,448		3,034		7,212		3,805		3,407		7,243		3,841		3,402		6,782		3,597		3,185		8,018		4,214		3,804		8,310		4,314		3,996		8,330		4,363		3,967		8,535		4,339		4,196

		50		5,430		2,821		2,609		5,388		2,841		2,547		5,519		2,913		2,606		5,825		3,051		2,774		6,163		3,216		2,947		6,444		3,404		3,040		7,209		3,789		3,420		7,238		3,846		3,392		6,777		3,586		3,191		8,018		4,193		3,825		8,305		4,304		4,001		8,327		4,350		3,977

		51		5,079		2,617		2,462		5,432		2,803		2,629		5,375		2,844		2,531		5,489		2,892		2,597		5,931		3,092		2,839		6,135		3,197		2,938		6,436		3,391		3,045		7,171		3,744		3,427		7,242		3,848		3,394		6,752		3,569		3,183		7,988		4,174		3,814		8,309		4,310		3,999

		52		5,049		2,598		2,451		5,051		2,589		2,462		5,439		2,807		2,632		5,342		2,821		2,521		5,585		2,927		2,658		5,899		3,069		2,830		6,162		3,225		2,937		6,411		3,370		3,041		7,174		3,749		3,425		7,228		3,851		3,377		6,747		3,573		3,174		7,964		4,158		3,806

		53		5,289		2,622		2,667		5,035		2,593		2,442		5,055		2,587		2,468		5,410		2,788		2,622		5,469		2,868		2,601		5,578		2,919		2,659		5,883		3,061		2,822		6,172		3,246		2,926		6,387		3,361		3,026		7,181		3,740		3,441		7,220		3,843		3,377		6,732		3,564		3,168

		54		5,453		2,793		2,660		5,264		2,615		2,649		5,010		2,574		2,436		5,016		2,566		2,450		5,452		2,790		2,662		5,446		2,852		2,594		5,574		2,914		2,660		5,868		3,049		2,819		6,146		3,232		2,914		6,395		3,358		3,037		7,174		3,733		3,441		7,189		3,827		3,362

		55		5,592		2,746		2,846		5,444		2,789		2,655		5,239		2,595		2,644		4,986		2,565		2,421		5,060		2,569		2,491		5,421		2,778		2,643		5,413		2,831		2,582		5,574		2,904		2,670		5,848		3,031		2,817		6,106		3,201		2,905		6,398		3,355		3,043		7,146		3,717		3,429

		56		6,031		3,004		3,027		5,591		2,746		2,845		5,393		2,761		2,632		5,219		2,584		2,635		5,028		2,570		2,458		5,025		2,546		2,479		5,398		2,773		2,625		5,412		2,833		2,579		5,557		2,901		2,656		5,832		3,023		2,809		6,065		3,169		2,896		6,373		3,349		3,024

		57		6,402		3,162		3,240		5,998		2,989		3,009		5,564		2,739		2,825		5,389		2,770		2,619		5,250		2,580		2,670		4,992		2,549		2,443		5,024		2,536		2,488		5,374		2,757		2,617		5,385		2,808		2,577		5,524		2,863		2,661		5,809		3,008		2,801		6,067		3,163		2,904

		58		6,977		3,362		3,615		6,379		3,154		3,225		5,966		2,962		3,004		5,522		2,722		2,800		5,419		2,779		2,640		5,221		2,571		2,650		4,979		2,536		2,443		5,011		2,534		2,477		5,345		2,749		2,596		5,358		2,788		2,570		5,508		2,839		2,669		5,820		3,014		2,806

		59		7,983		3,920		4,063		6,955		3,348		3,607		6,358		3,141		3,217		5,910		2,921		2,989		5,550		2,729		2,821		5,380		2,762		2,618		5,185		2,566		2,619		4,978		2,530		2,448		4,989		2,522		2,467		5,326		2,732		2,594		5,295		2,750		2,545		5,462		2,819		2,643

		60		8,120		4,009		4,111		7,909		3,881		4,028		6,888		3,294		3,594		6,304		3,104		3,200		5,892		2,898		2,994		5,510		2,700		2,810		5,332		2,727		2,605		5,164		2,545		2,619		4,932		2,504		2,428		4,970		2,514		2,456		5,301		2,718		2,583		5,275		2,742		2,533

		61		8,820		4,338		4,482		8,047		3,957		4,090		7,842		3,826		4,016		6,843		3,269		3,574		6,232		3,052		3,180		5,811		2,846		2,965		5,466		2,669		2,797		5,319		2,717		2,602		5,133		2,523		2,610		4,910		2,480		2,430		4,959		2,500		2,459		5,275		2,705		2,570

		62		6,915		3,377		3,538		8,755		4,295		4,460		8,021		3,932		4,089		7,795		3,789		4,006		6,840		3,264		3,576		6,191		3,028		3,163		5,766		2,821		2,945		5,418		2,642		2,776		5,273		2,680		2,593		5,104		2,496		2,608		4,876		2,462		2,414		4,941		2,489		2,452

		63		4,993		2,446		2,547		6,823		3,317		3,506		8,692		4,262		4,430		7,974		3,898		4,076		7,782		3,782		4,000		6,799		3,239		3,560		6,140		2,987		3,153		5,761		2,813		2,948		5,391		2,619		2,772		5,240		2,644		2,596		5,080		2,481		2,599		4,844		2,442		2,402

		64		6,181		2,978		3,203		4,938		2,415		2,523		6,768		3,277		3,491		8,602		4,192		4,410		7,917		3,851		4,066		7,752		3,756		3,996		6,739		3,206		3,533		6,087		2,950		3,137		5,718		2,785		2,933		5,354		2,590		2,764		5,182		2,593		2,589		5,066		2,486		2,580

		65		7,284		3,444		3,840		6,119		2,940		3,179		4,891		2,379		2,512		6,688		3,232		3,456		8,592		4,178		4,414		7,832		3,786		4,046		7,680		3,708		3,972		6,669		3,164		3,505		6,036		2,905		3,131		5,679		2,749		2,930		5,319		2,568		2,751		5,141		2,562		2,579

		66		6,671		3,203		3,468		7,234		3,410		3,824		6,029		2,892		3,137		4,848		2,351		2,497		6,670		3,209		3,461		8,530		4,141		4,389		7,766		3,744		4,022		7,608		3,650		3,958		6,613		3,127		3,486		5,976		2,858		3,118		5,637		2,712		2,925		5,271		2,526		2,745

		67		6,977		3,355		3,622		6,611		3,163		3,448		7,175		3,379		3,796		5,967		2,857		3,110		4,826		2,327		2,499		6,597		3,155		3,442		8,429		4,075		4,354		7,697		3,703		3,994		7,537		3,602		3,935		6,556		3,074		3,482		5,924		2,817		3,107		5,612		2,684		2,928

		68		6,217		3,009		3,208		6,898		3,304		3,594		6,557		3,118		3,439		7,103		3,317		3,786		5,930		2,822		3,108		4,785		2,294		2,491		6,533		3,102		3,431		8,353		4,022		4,331		7,604		3,635		3,969		7,454		3,544		3,910		6,503		3,047		3,456		5,869		2,774		3,095

		69		5,438		2,608		2,830		6,147		2,960		3,187		6,816		3,246		3,570		6,511		3,077		3,434		7,034		3,274		3,760		5,876		2,780		3,096		4,731		2,247		2,484		6,439		3,038		3,401		8,291		3,982		4,309		7,535		3,581		3,954		7,384		3,488		3,896		6,450		3,000		3,450

		70		4,918		2,365		2,553		5,379		2,570		2,809		6,076		2,909		3,167		6,723		3,188		3,535		6,477		3,049		3,428		6,984		3,240		3,744		5,808		2,727		3,081		4,680		2,215		2,465		6,367		2,995		3,372		8,207		3,914		4,293		7,432		3,509		3,923		7,284		3,421		3,863

		71		5,516		2,672		2,844		4,876		2,334		2,542		5,277		2,496		2,781		6,007		2,855		3,152		6,657		3,143		3,514		6,404		3,002		3,402		6,894		3,182		3,712		5,722		2,666		3,056		4,624		2,178		2,446		6,281		2,934		3,347		8,129		3,859		4,270		7,388		3,483		3,905

		72		5,089		2,447		2,642		5,436		2,619		2,817		4,818		2,287		2,531		5,182		2,429		2,753		5,918		2,787		3,131		6,563		3,080		3,483		6,309		2,935		3,374		6,806		3,115		3,691		5,634		2,613		3,021		4,563		2,126		2,437		6,211		2,889		3,322		8,031		3,801		4,230

		73		5,051		2,498		2,553		5,009		2,388		2,621		5,353		2,560		2,793		4,750		2,241		2,509		5,127		2,391		2,736		5,826		2,726		3,100		6,470		3,003		3,467		6,226		2,879		3,347		6,707		3,050		3,657		5,557		2,559		2,998		4,507		2,078		2,429		6,140		2,837		3,303

		74		4,397		2,137		2,260		4,974		2,441		2,533		4,919		2,326		2,593		5,250		2,490		2,760		4,671		2,178		2,493		5,032		2,323		2,709		5,748		2,668		3,080		6,401		2,954		3,447		6,131		2,817		3,314		6,588		2,967		3,621		5,459		2,495		2,964		4,462		2,058		2,404

		75		3,955		1,898		2,057		4,308		2,078		2,230		4,862		2,364		2,498		4,837		2,274		2,563		5,172		2,445		2,727		4,595		2,129		2,466		4,928		2,259		2,669		5,637		2,594		3,043		6,298		2,886		3,412		6,038		2,746		3,292		6,477		2,898		3,579		5,376		2,437		2,939

		76		3,799		1,784		2,015		3,871		1,840		2,031		4,212		2,019		2,193		4,746		2,279		2,467		4,720		2,195		2,525		5,061		2,374		2,687		4,514		2,063		2,451		4,820		2,180		2,640		5,539		2,526		3,013		6,188		2,823		3,365		5,926		2,661		3,265		6,341		2,806		3,535

		77		3,332		1,566		1,766		3,719		1,734		1,985		3,787		1,783		2,004		4,111		1,945		2,166		4,653		2,211		2,442		4,623		2,117		2,506		4,941		2,302		2,639		4,422		2,006		2,416		4,716		2,116		2,600		5,434		2,454		2,980		6,073		2,743		3,330		5,796		2,581		3,215

		78		2,874		1,268		1,606		3,251		1,509		1,742		3,598		1,651		1,947		3,689		1,728		1,961		3,997		1,869		2,128		4,538		2,131		2,407		4,517		2,051		2,466		4,842		2,241		2,601		4,317		1,940		2,377		4,580		2,031		2,549		5,328		2,383		2,945		5,909		2,625		3,284

		79		2,645		1,211		1,434		2,790		1,212		1,578		3,150		1,435		1,715		3,466		1,563		1,903		3,607		1,669		1,938		3,883		1,787		2,096		4,411		2,047		2,364		4,403		1,967		2,436		4,711		2,150		2,561		4,212		1,871		2,341		4,479		1,964		2,515		5,181		2,280		2,901

		80		2,447		1,034		1,413		2,548		1,160		1,388		2,702		1,162		1,540		3,035		1,355		1,680		3,353		1,481		1,872		3,496		1,606		1,890		3,768		1,696		2,072		4,261		1,934		2,327		4,271		1,888		2,383		4,582		2,064		2,518		4,083		1,789		2,294		4,373		1,898		2,475

		81		2,149		920		1,229		2,327		968		1,359		2,451		1,089		1,362		2,594		1,097		1,497		2,911		1,288		1,623		3,262		1,426		1,836		3,373		1,528		1,845		3,635		1,614		2,021		4,138		1,855		2,283		4,133		1,797		2,336		4,451		1,982		2,469		3,943		1,708		2,235

		82		2,000		805		1,195		2,038		854		1,184		2,244		913		1,331		2,339		1,018		1,321		2,483		1,023		1,460		2,794		1,210		1,584		3,121		1,333		1,788		3,251		1,449		1,802		3,476		1,530		1,946		3,983		1,760		2,223		3,975		1,709		2,266		4,274		1,870		2,404

		83		1,779		710		1,069		1,909		751		1,158		1,970		801		1,169		2,145		852		1,293		2,219		958		1,261		2,365		951		1,414		2,681		1,133		1,548		2,985		1,259		1,726		3,116		1,362		1,754		3,342		1,439		1,903		3,843		1,666		2,177		3,814		1,620		2,194

		84		1,442		494		948		1,679		654		1,025		1,792		681		1,111		1,860		730		1,130		2,043		802		1,241		2,114		896		1,218		2,250		883		1,367		2,510		1,044		1,466		2,842		1,168		1,674		2,975		1,280		1,695		3,195		1,349		1,846		3,645		1,535		2,110

		85		1,311		449		862		1,361		462		899		1,572		603		969		1,679		622		1,057		1,755		672		1,083		1,944		739		1,205		2,011		832		1,179		2,120		822		1,298		2,355		956		1,399		2,675		1,071		1,604		2,810		1,178		1,632		3,032		1,246		1,786

		86		1,177		360		817		1,221		403		818		1,257		413		844		1,445		548		897		1,558		552		1,006		1,642		606		1,036		1,810		665		1,145		1,871		765		1,106		2,014		756		1,258		2,223		886		1,337		2,505		971		1,534		2,618		1,062		1,556

		87		1,058		294		764		1,073		314		759		1,135		359		776		1,159		363		796		1,343		487		856		1,432		484		948		1,526		541		985		1,700		602		1,098		1,736		694		1,042		1,886		693		1,193		2,080		795		1,285		2,313		858		1,455

		88		920		220		700		956		253		703		977		278		699		1,048		310		738		1,055		313		742		1,232		438		794		1,328		436		892		1,411		482		929		1,552		526		1,026		1,598		622		976		1,728		607		1,121		1,947		729		1,218

		89		738		184		554		844		191		653		844		216		628		865		242		623		966		284		682		950		262		688		1,109		373		736		1,206		379		827		1,267		408		859		1,428		461		967		1,464		568		896		1,560		529		1,031

		90		556		162		394		648		152		496		763		156		607		739		178		561		791		215		576		857		242		615		841		228		613		1,000		325		675		1,084		333		751		1,130		343		787		1,266		390		876		1,311		488		823

		91		446		101		345		479		137		342		562		125		437		669		123		546		645		157		488		700		173		527		772		210		562		737		195		542		887		276		611		973		296		677		1,008		302		706		1,103		319		784

		92		428		107		321		394		84		310		417		116		301		486		114		372		568		91		477		563		125		438		616		144		472		670		176		494		635		160		475		787		232		555		847		239		608		888		249		639

		93		322		84		238		353		79		274		336		67		269		362		90		272		418		90		328		502		78		424		476		102		374		527		115		412		585		145		440		545		135		410		671		185		486		732		185		547

		94		240		61		179		263		65		198		296		57		239		284		57		227		292		70		222		366		69		297		425		68		357		413		81		332		431		86		345		486		115		371		458		111		347		550		147		403

		95		243		45		198		190		42		148		201		51		150		237		39		198		233		43		190		239		55		184		298		55		243		354		58		296		332		67		265		342		68		274		389		87		302		357		79		278

		96		133		35		98		189		32		157		152		33		119		164		41		123		180		23		157		188		31		157		198		44		154		234		39		195		297		49		248		268		57		211		258		48		210		318		63		255

		97		101		18		83		110		29		81		145		22		123		127		27		100		121		28		93		144		15		129		147		20		127		149		35		114		186		28		158		221		34		187		210		38		172		203		34		169

		98		93		12		81		79		15		64		82		20		62		107		15		92		103		19		84		100		25		75		113		12		101		125		15		110		107		24		83		150		19		131		166		24		142		152		24		128

		99		43		12		31		74		9		65		57		8		49		54		9		45		82		13		69		68		12		56		71		21		50		88		7		81		92		14		78		74		10		64		118		11		107		127		16		111

		100		34		6		28		28		7		21		54		6		48		43		6		37		43		8		35		65		11		54		53		6		47		47		13		34		60		6		54		68		8		60		55		5		50		85		8		77

		101		16		0		16		25		5		20		16		2		14		40		6		34		33		6		27		30		4		26		48		9		39		33		3		30		29		8		21		46		4		42		50		6		44		37		5		32

		102		14		3		11		10		0		10		20		5		15		9		2		7		26		3		23		17		5		12		21		3		18		33		5		28		22		1		21		22		5		17		35		3		32		37		5		32

		103		7		2		5		7		1		6		9		0		9		14		4		10		7		0		7		15		2		13		12		4		8		15		3		12		29		5		24		11		1		10		20		3		17		24		1		23

		104～		4		0		4		5		2		3		8		2		6		13		1		12		19		3		16		14		2		12		22		3		19		25		6		19		30		7		23		30		6		24		24		2		22		23		1		22

		計 ケイ		476,813		240,165		236,648		477,894		240,736		237,158		478,986		240,988		237,998		476,896		239,678		237,218		485,876		243,248		242,628		486,263		243,356		242,907		487,919		243,981		243,938		490,773		245,233		245,540		492,787		246,039		246,748		494,733		246,749		247,984		496,961		247,540		249,421		498,994



																																																																												推計→ スイケイ

		年齢階層 ネンレイ カイソウ		2009年 ネン						2010年 ネン						2011年 ネン						2012年 ネン						2013年 ネン						2014年 ネン						2015年 ネン						2016年 ネン						2017年 ネン						2018年 ネン						2019年 ネン						2020年 ネン						2021年 ネン		2022年 ネン		2023年 ネン		2024年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

		0 ～ 4		20,783		10,688		10,095		20,664		10,629		10,035		20,651		10,576		10,075		19,891		10,103		9,788		19,863		10,087		9,776		19,565		9,942		9,623		19,395		9,913		9,482		19,422		9,952		9,470		19,200		9,890		9,310		19,057		9,841		9,216		18,951		9,736		9,215		18,669		9,552		9,117		18,064		17,727		17,390		17,053		16,716		16,299		16,010		15,526

		5 ～ 9		21,731		11,126		10,605		21,474		10,988		10,486		20,850		10,687		10,163		20,356		10,556		9,800		20,210		10,523		9,687		19,916		10,324		9,592		19,609		10,081		9,528		19,692		10,086		9,606		19,620		9,977		9,643		19,523		9,930		9,593		19,377		9,884		9,493		19,467		10,017		9,450		19,255		19,033		18,811		18,590		18,369		16,771		16,438		16,198

		10 ～ 14		21,714		11,046		10,668		21,784		11,118		10,666		22,078		11,243		10,835		21,885		11,118		10,767		22,066		11,172		10,894		21,728		11,057		10,671		21,507		11,001		10,506		20,836		10,719		10,117		20,584		10,666		9,918		20,223		10,516		9,707		20,058		10,385		9,673		19,818		10,173		9,645		19,410		19,147		18,885		18,623		18,361		17,359		15,890		15,615

		15 ～ 19		20,594		10,514		10,080		20,861		10,664		10,197		21,121		10,810		10,311		21,361		10,892		10,469		21,920		11,180		10,740		22,421		11,456		10,965		22,558		11,517		11,041		22,883		11,633		11,250		22,745		11,543		11,202		22,631		11,482		11,149		22,370		11,393		10,977		22,208		11,321		10,887		21,833		21,543		21,253		20,963		20,673		19,353		18,326		16,791

		20 ～ 24		26,461		13,704		12,757		25,145		12,905		12,240		24,464		12,551		11,913		23,786		12,182		11,604		24,546		12,463		12,083		24,634		12,586		12,048		25,368		13,014		12,354		26,328		13,462		12,866		27,000		13,763		13,237		27,477		13,971		13,506		27,986		14,192		13,794		28,149		14,138		14,011		28,363		28,108		27,853		27,598		27,343		25,756		24,245		23,028

		25 ～ 29		31,701		16,581		15,120		31,141		16,421		14,720		30,576		15,973		14,603		29,396		15,313		14,083		29,473		15,202		14,271		28,655		14,789		13,866		28,092		14,426		13,666		28,036		14,445		13,591		28,409		14,655		13,754		28,545		14,647		13,898		28,489		14,543		13,946		29,171		14,922		14,249		29,787		30,077		30,367		30,657		30,947		29,509		28,162		26,758

		30 ～ 34		37,448		19,734		17,714		35,583		18,729		16,854		34,172		18,042		16,130		32,476		17,067		15,409		32,969		17,247		15,722		31,928		16,724		15,204		31,417		16,515		14,902		30,938		16,157		14,781		30,444		15,812		14,632		29,907		15,557		14,350		29,867		15,460		14,407		29,413		15,199		14,214		29,074		29,026		28,978		28,930		28,882		30,061		28,639		27,511

		35 ～ 39		43,568		22,963		20,605		43,327		22,809		20,518		42,131		22,226		19,905		39,939		21,096		18,843		38,882		20,462		18,420		36,792		19,487		17,305		34,956		18,412		16,544		33,836		17,827		16,009		32,718		17,163		15,555		32,276		16,912		15,364		32,014		16,813		15,201		31,773		16,637		15,136		31,028		30,416		29,804		29,192		28,580		28,299		29,346		27,947

		40 ～ 44		37,346		19,892		17,454		38,556		20,539		18,017		39,741		20,988		18,753		41,625		21,973		19,652		43,226		22,589		20,637		43,178		22,444		20,734		42,838		22,236		20,602		41,698		21,753		19,945		40,027		20,875		19,152		38,311		20,032		18,279		36,514		19,205		17,309		35,021		18,405		16,616		33,411		32,512		31,614		30,716		29,818		27,002		26,846		27,872

		45 ～ 49		29,289		15,541		13,748		30,918		16,431		14,487		32,491		17,349		15,142		33,160		17,771		15,389		35,853		18,980		16,873		37,614		19,799		17,815		38,704		20,372		18,332		40,021		20,899		19,122		42,045		21,923		20,122		42,659		22,182		20,477		42,931		22,248		20,683		42,798		22,207		20,591		40,652		38,829		37,006		35,183		33,360		29,090		26,386		26,306

		50 ～ 54		26,300		13,451		12,849		26,170		13,441		12,729		26,398		13,725		12,673		27,082		14,118		12,964		28,600		14,893		13,707		29,502		15,441		14,061		31,264		16,380		14,884		32,860		17,255		15,605		33,726		17,776		15,950		35,574		18,711		16,863		37,434		19,627		17,807		38,521		20,209		18,312		39,447		39,959		40,471		40,983		41,495		32,736		28,628		26,009

		55 ～ 59		32,985		16,194		16,791		30,367		15,026		15,341		28,520		14,198		14,322		27,026		13,562		13,464		26,307		13,227		13,080		26,039		13,206		12,833		25,999		13,242		12,757		26,349		13,558		12,791		27,124		14,011		13,113		28,146		14,607		13,539		29,075		15,121		13,954		30,868		16,062		14,806		32,967		34,133		35,299		36,465		37,631		40,258		31,925		27,983

		60 ～ 64		35,029		17,148		17,881		36,472		17,865		18,607		38,211		18,591		19,620		37,518		18,252		19,266		34,663		16,847		17,816		32,063		15,569		16,494		29,443		14,410		15,033		27,749		13,667		14,082		26,447		13,111		13,336		25,578		12,724		12,854		25,398		12,754		12,644		25,401		12,864		12,537		26,211		27,079		27,947		28,815		29,683		35,152		37,747		30,121

		65 ～ 69		32,587		15,619		16,968		33,009		15,777		17,232		31,468		15,014		16,454		31,117		14,834		16,283		33,052		15,810		17,242		33,620		16,156		17,464		35,139		16,876		18,263		36,766		17,577		19,189		36,081		17,251		18,830		33,200		15,806		17,394		30,767		14,632		16,135		28,343		13,546		14,797		26,599		25,914		25,229		24,544		23,859		28,056		33,297		35,871

		70 ～ 74		24,971		12,119		12,852		25,674		12,352		13,322		26,443		12,578		13,865		27,912		13,203		14,709		28,850		13,548		15,302		30,809		14,371		16,438		31,229		14,515		16,714		29,835		13,829		16,006		29,463		13,653		15,810		31,196		14,500		16,696		31,738		14,830		16,908		33,305		15,600		17,705		32,449		30,861		29,273		27,685		26,097		22,892		27,030		32,199

		75 ～ 79		16,605		7,727		8,878		17,939		8,373		9,566		19,609		9,252		10,357		20,849		9,789		11,060		22,149		10,389		11,760		22,700		10,538		12,162		23,311		10,722		12,589		24,124		10,988		13,136		25,581		11,618		13,963		26,452		11,925		14,527		28,283		12,649		15,634		28,603		12,729		15,874		28,963		29,528		30,093		30,658		31,223		23,983		21,128		25,066

		80 ～ 84		9,817		3,963		5,854		10,501		4,387		6,114		11,159		4,646		6,513		11,973		5,052		6,921		13,009		5,552		7,457		14,031		6,089		7,942		15,193		6,573		8,620		16,642		7,300		9,342		17,843		7,803		10,040		19,015		8,340		10,675		19,547		8,495		11,052		20,049		8,631		11,418		21,439		22,394		23,349		24,304		25,259		28,184		21,771		19,329

		85 ～ 89		5,204		1,507		3,697		5,455		1,623		3,832		5,785		1,869		3,916		6,196		2,085		4,111		6,677		2,308		4,369		7,200		2,529		4,671		7,784		2,847		4,937		8,308		3,050		5,258		8,924		3,340		5,584		9,810		3,733		6,077		10,587		4,119		6,468		11,470		4,424		7,046		12,653		13,350		14,047		14,744		15,441		19,267		22,025		17,172

		90 ～ 94		1,992		515		1,477		2,137		517		1,620		2,374		521		1,853		2,540		562		1,978		2,714		623		2,091		2,988		687		2,301		3,130		752		2,378		3,347		892		2,455		3,622		1,000		2,622		3,921		1,121		2,800		4,250		1,227		3,023		4,584		1,388		3,196		6,766		7,327		7,888		8,449		9,010		12,039		15,555		19,439

		95 ～ 99		613		122		491		642		127		515		637		134		503		689		131		558		719		126		593		739		138		601		827		152		675		950		154		796		1,014		182		832		1,055		188		867		1,141		208		933		1,157		216		941

		100 ～    		75		11		64		75		15		60		107		15		92		119		19		100		128		20		108		141		24		117		156		25		131		153		30		123		170		27		143		177		24		153		184		19		165		206		20		186

		計 ケイ		476,813		240,165		236,648		477,894		240,736		237,158		478,986		240,988		237,998		476,896		239,678		237,218		485,876		243,248		242,628		486,263		243,356		242,907		487,919		243,981		243,938		490,773		245,233		245,540		492,787		246,039		246,748		494,733		246,749		247,984		496,961		247,540		249,421		498,994						498,371		496,963		495,557		494,152		492,747		482,066		469,394		456,741

		被保険者 ヒ ホケンシャ		252,813		123,809		129,004		257,915		126,473		131,442		262,943		128,880		134,063		267,806		131,351		136,455		275,947		134,912		141,035		280,624		136,991		143,633		285,017		139,102		145,915		288,802		140,952		147,850		292,067		142,570		149,497		295,094		143,893		151,201		297,849		145,134		152,715		300,326		146,301		154,025		301,557		301,886		302,216		302,546		302,876		298,659		292,338		287,367

		40 ～ 64		160,949		82,226		78,723		162,483		83,302		79,181		165,361		84,851		80,510		166,411		85,676		80,735		168,649		86,536		82,113		168,396		86,459		81,937		168,248		86,640		81,608		168,677		87,132		81,545		169,369		87,696		81,673		170,268		88,256		82,012		171,352		88,955		82,397		172,609		89,747		82,862		172,688		172,512		172,337		172,162		171,987		164,238		151,532		138,291

		65 ～ 74		57,558		27,738		29,820		58,683		28,129		30,554		57,911		27,592		30,319		59,029		28,037		30,992		61,902		29,358		32,544		64,429		30,527		33,902		66,368		31,391		34,977		66,601		31,406		35,195		65,544		30,904		34,640		64,396		30,306		34,090		62,505		29,462		33,043		61,648		29,146		32,502		59,048		56,775		54,502		52,229		49,956		50,948		60,327		68,070

		75 ～ 84		26,422		11,690		14,732		28,440		12,760		15,680		30,768		13,898		16,870		32,822		14,841		17,981		35,158		15,941		19,217		36,731		16,627		20,104		38,504		17,295		21,209		40,766		18,288		22,478		43,424		19,421		24,003		45,467		20,265		25,202		47,830		21,144		26,686		48,652		21,360		27,292		50,402		51,922		53,442		54,962		56,482		52,167		42,899		44,395

		85 ～ 89		5,204		1,507		3,697		5,455		1,623		3,832		5,785		1,869		3,916		6,196		2,085		4,111		6,677		2,308		4,369		7,200		2,529		4,671		7,784		2,847		4,937		8,308		3,050		5,258		8,924		3,340		5,584		9,810		3,733		6,077		10,587		4,119		6,468		11,470		4,424		7,046		12,653		13,350		14,047		14,744		15,441		19,267		22,025		17,172

		90 ～		2,680		648		2,032		2,854		659		2,195		3,118		670		2,448		3,348		712		2,636		3,561		769		2,792		3,868		849		3,019		4,113		929		3,184		4,450		1,076		3,374		4,806		1,209		3,597		5,153		1,333		3,820		5,575		1,454		4,121		5,947		1,624		4,323		6,766		7,327		7,888		8,449		9,010		12,039		15,555		19,439

		（75 ～）		34,306		13,845		20,461		36,749		15,042		21,707		39,671		16,437		23,234		42,366		17,638		24,728		45,396		19,018		26,378		47,799		20,005		27,794		50,401		21,071		29,330		53,524		22,414		31,110		57,154		23,970		33,184		60,430		25,331		35,099		63,992		26,717		37,275		66,069		27,408		38,661		69,821		72,599		75,377		78,155		80,933		83,473		80,479		81,006

		高齢者 コウレイシャ		91,864		41,583		50,281		95,432		43,171		52,261		97,582		44,029		53,553		101,395		45,675		55,720		107,298		48,376		58,922		112,228		50,532		61,696		116,769		52,462		64,307		120,125		53,820		66,305		122,698		54,874		67,824		124,826		55,637		69,189		126,497		56,179		70,318		127,717		56,554		71,163		128,869		129,374		129,879		130,384		130,889		134,421		140,806		149,076

		高齢化率 コウレイカ リツ		19.3%		17.3%		21.2%		20.0%		17.9%		22.0%		20.4%		18.3%		22.5%		21.3%		19.1%		23.5%		22.1%		19.9%		24.3%		23.1%		20.8%		25.4%		23.9%		21.5%		26.4%		24.5%		21.9%		27.0%		24.9%		22.3%		27.5%		25.2%		22.5%		27.9%		25.5%		22.7%		28.2%		25.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		25.9%		26.0%		26.2%		26.4%		26.6%		27.9%		30.0%		32.6%

		2号人口比 ゴウ ジンコウヒ		33.8%		34.2%		33.3%		34.0%		34.6%		33.4%		34.5%		35.2%		33.8%		34.9%		35.7%		34.0%		34.7%		35.6%		33.8%		34.6%		35.5%		33.7%		34.5%		35.5%		33.5%		34.4%		35.5%		33.2%		34.4%		35.6%		33.1%		34.4%		35.8%		33.1%		34.5%		35.9%		33.0%		34.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		34.7%		34.7%		34.8%		34.8%		34.9%		34.1%		32.3%		30.3%

		1号人口比 ゴウ ジンコウヒ		19.3%		17.3%		21.2%		20.0%		17.9%		22.0%		20.4%		18.3%		22.5%		21.3%		19.1%		23.5%		22.1%		19.9%		24.3%		23.1%		20.8%		25.4%		23.9%		21.5%		26.4%		24.5%		21.9%		27.0%		24.9%		22.3%		27.5%		25.2%		22.5%		27.9%		25.5%		22.7%		28.2%		25.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		25.9%		26.0%		26.2%		26.4%		26.6%		27.9%		30.0%		32.6%

		（前期） ゼンキ		12.1%		11.5%		12.6%		12.3%		11.7%		12.9%		12.1%		11.4%		12.7%		12.4%		11.7%		13.1%		12.7%		12.1%		13.4%		13.2%		12.5%		14.0%		13.6%		12.9%		14.3%		13.6%		12.8%		14.3%		13.3%		12.6%		14.0%		13.0%		12.3%		13.7%		12.6%		11.9%		13.2%		12.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.8%		11.4%		11.0%		10.6%		10.1%		10.6%		12.9%		14.9%

		（後期） コウキ		7.2%		5.8%		8.6%		7.7%		6.2%		9.2%		8.3%		6.8%		9.8%		8.9%		7.4%		10.4%		9.3%		7.8%		10.9%		9.8%		8.2%		11.4%		10.3%		8.6%		12.0%		10.9%		9.1%		12.7%		11.6%		9.7%		13.4%		12.2%		10.3%		14.2%		12.9%		10.8%		14.9%		13.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		14.0%		14.6%		15.2%		15.8%		16.4%		17.3%		17.1%		17.7%

		（参考）外国人 サンコウ ガイコク ジン

		年齢階層 ネンレイ カイソウ		2009年 ネン						2010年 ネン						2011年 ネン						2012年 ネン						2013年 ネン						2014年 ネン						2015年 ネン						2016年 ネン						2017年 ネン						2018年 ネン						2019年 ネン						2020年 ネン						2021年 ネン		2022年 ネン		2023年 ネン		2024年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

		計 ケイ																										10,642						11,032						12,034						13,275						14,425						15,631						16,470						17,493

		0 ～ 39																										7,033						7,303						8,152						9,183						10,075						11,001						11,614						12,299

		40 ～ 64																										3,291						3,394						3,496						3,689						3,928						4,169						4,361						4,649

		65 ～ 74																										217						231						264						277						279						307						338						379

		75 ～ 84																										77						79						93						96						113						118						117						129

		85 ～																										24						25						29						30						30						36						40						0

		高齢者 コウレイシャ																										318		0		0		335		0		0		386		0		0		403		0		0		422		0		0		461		0		0		495		0		0		508

		高齢化率 コウレイカ リツ																										3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%

		2号人口比 ゴウ ジンコウヒ																										30.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		30.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		29.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		27.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		27.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		26.7%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		26.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		26.6%

		1号人口比 ゴウ ジンコウヒ																										3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.9%

		（前期） ゼンキ																										2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.2%

		（後期） コウキ																										0.7%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.7%

		グラフ用５歳階層 ヨウ サイ カイソウ

																																																																												推計→ スイケイ

		年齢階層 ネンレイ カイソウ		2009年 ネン						2010年 ネン						2011年 ネン						2012年 ネン						2013年 ネン						2014年 ネン						2015年 ネン						2016年 ネン						2017年 ネン						2018年 ネン						2019年 ネン						2020年 ネン						2021年 ネン		2022年 ネン		2023年 ネン		2024年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2040年 ネン

		0 ～ 4		20,783		10,688		10,095		20,664		10,629		10,035		20,651		10,576		10,075		19,891		10,103		9,788		19,863		10,087		9,776		19,565		9,942		9,623		19,395		9,913		9,482		19,422		9,952		9,470		19,200		9,890		9,310		19,057		9,841		9,216		18,951		9,736		9,215		18,669		9,552		9,117		18,064		17,727		17,390		17,053		16,716		16,299		16,010		15,526

		5 ～ 9		21,731		11,126		10,605		21,474		10,988		10,486		20,850		10,687		10,163		20,356		10,556		9,800		20,210		10,523		9,687		19,916		10,324		9,592		19,609		10,081		9,528		19,692		10,086		9,606		19,620		9,977		9,643		19,523		9,930		9,593		19,377		9,884		9,493		19,467		10,017		9,450		19,255		19,033		18,811		18,590		18,369		16,771		16,438		16,198

		10 ～ 14		21,714		11,046		10,668		21,784		11,118		10,666		22,078		11,243		10,835		21,885		11,118		10,767		22,066		11,172		10,894		21,728		11,057		10,671		21,507		11,001		10,506		20,836		10,719		10,117		20,584		10,666		9,918		20,223		10,516		9,707		20,058		10,385		9,673		19,818		10,173		9,645		19,410		19,147		18,885		18,623		18,361		17,359		15,890		15,615

		15 ～ 19		20,594		10,514		10,080		20,861		10,664		10,197		21,121		10,810		10,311		21,361		10,892		10,469		21,920		11,180		10,740		22,421		11,456		10,965		22,558		11,517		11,041		22,883		11,633		11,250		22,745		11,543		11,202		22,631		11,482		11,149		22,370		11,393		10,977		22,208		11,321		10,887		21,833		21,543		21,253		20,963		20,673		19,353		18,326		16,791

		20 ～ 24		26,461		13,704		12,757		25,145		12,905		12,240		24,464		12,551		11,913		23,786		12,182		11,604		24,546		12,463		12,083		24,634		12,586		12,048		25,368		13,014		12,354		26,328		13,462		12,866		27,000		13,763		13,237		27,477		13,971		13,506		27,986		14,192		13,794		28,149		14,138		14,011		28,363		28,108		27,853		27,598		27,343		25,756		24,245		23,028

		25 ～ 29		31,701		16,581		15,120		31,141		16,421		14,720		30,576		15,973		14,603		29,396		15,313		14,083		29,473		15,202		14,271		28,655		14,789		13,866		28,092		14,426		13,666		28,036		14,445		13,591		28,409		14,655		13,754		28,545		14,647		13,898		28,489		14,543		13,946		29,171		14,922		14,249		29,787		30,077		30,367		30,657		30,947		29,509		28,162		26,758

		30 ～ 34		37,448		19,734		17,714		35,583		18,729		16,854		34,172		18,042		16,130		32,476		17,067		15,409		32,969		17,247		15,722		31,928		16,724		15,204		31,417		16,515		14,902		30,938		16,157		14,781		30,444		15,812		14,632		29,907		15,557		14,350		29,867		15,460		14,407		29,413		15,199		14,214		29,074		29,026		28,978		28,930		28,882		30,061		28,639		27,511

		35 ～ 39		43,568		22,963		20,605		43,327		22,809		20,518		42,131		22,226		19,905		39,939		21,096		18,843		38,882		20,462		18,420		36,792		19,487		17,305		34,956		18,412		16,544		33,836		17,827		16,009		32,718		17,163		15,555		32,276		16,912		15,364		32,014		16,813		15,201		31,773		16,637		15,136		31,028		30,416		29,804		29,192		28,580		28,299		29,346		27,947

		40 ～ 44		37,346		19,892		17,454		38,556		20,539		18,017		39,741		20,988		18,753		41,625		21,973		19,652		43,226		22,589		20,637		43,178		22,444		20,734		42,838		22,236		20,602		41,698		21,753		19,945		40,027		20,875		19,152		38,311		20,032		18,279		36,514		19,205		17,309		35,021		18,405		16,616		33,411		32,512		31,614		30,716		29,818		27,002		26,846		27,872

		45 ～ 49		29,289		15,541		13,748		30,918		16,431		14,487		32,491		17,349		15,142		33,160		17,771		15,389		35,853		18,980		16,873		37,614		19,799		17,815		38,704		20,372		18,332		40,021		20,899		19,122		42,045		21,923		20,122		42,659		22,182		20,477		42,931		22,248		20,683		42,798		22,207		20,591		40,652		38,829		37,006		35,183		33,360		29,090		26,386		26,306

		50 ～ 54		26,300		13,451		12,849		26,170		13,441		12,729		26,398		13,725		12,673		27,082		14,118		12,964		28,600		14,893		13,707		29,502		15,441		14,061		31,264		16,380		14,884		32,860		17,255		15,605		33,726		17,776		15,950		35,574		18,711		16,863		37,434		19,627		17,807		38,521		20,209		18,312		39,447		39,959		40,471		40,983		41,495		32,736		28,628		26,009

		55 ～ 59		32,985		16,194		16,791		30,367		15,026		15,341		28,520		14,198		14,322		27,026		13,562		13,464		26,307		13,227		13,080		26,039		13,206		12,833		25,999		13,242		12,757		26,349		13,558		12,791		27,124		14,011		13,113		28,146		14,607		13,539		29,075		15,121		13,954		30,868		16,062		14,806		32,967		34,133		35,299		36,465		37,631		40,258		31,925		27,983

		60 ～ 64		35,029		17,148		17,881		36,472		17,865		18,607		38,211		18,591		19,620		37,518		18,252		19,266		34,663		16,847		17,816		32,063		15,569		16,494		29,443		14,410		15,033		27,749		13,667		14,082		26,447		13,111		13,336		25,578		12,724		12,854		25,398		12,754		12,644		25,401		12,864		12,537		26,211		27,079		27,947		28,815		29,683		35,152		37,747		30,121

		65 ～ 69		32,587		15,619		16,968		33,009		15,777		17,232		31,468		15,014		16,454		31,117		14,834		16,283		33,052		15,810		17,242		33,620		16,156		17,464		35,139		16,876		18,263		36,766		17,577		19,189		36,081		17,251		18,830		33,200		15,806		17,394		30,767		14,632		16,135		28,343		13,546		14,797		26,599		25,914		25,229		24,544		23,859		28,056		33,297		35,871

		70 ～ 74		24,971		12,119		12,852		25,674		12,352		13,322		26,443		12,578		13,865		27,912		13,203		14,709		28,850		13,548		15,302		30,809		14,371		16,438		31,229		14,515		16,714		29,835		13,829		16,006		29,463		13,653		15,810		31,196		14,500		16,696		31,738		14,830		16,908		33,305		15,600		17,705		32,449		30,861		29,273		27,685		26,097		22,892		27,030		32,199

		75 ～ 79		16,605		7,727		8,878		17,939		8,373		9,566		19,609		9,252		10,357		20,849		9,789		11,060		22,149		10,389		11,760		22,700		10,538		12,162		23,311		10,722		12,589		24,124		10,988		13,136		25,581		11,618		13,963		26,452		11,925		14,527		28,283		12,649		15,634		28,603		12,729		15,874		28,963		29,528		30,093		30,658		31,223		23,983		21,128		25,066

		80 ～ 84		9,817		3,963		5,854		10,501		4,387		6,114		11,159		4,646		6,513		11,973		5,052		6,921		13,009		5,552		7,457		14,031		6,089		7,942		15,193		6,573		8,620		16,642		7,300		9,342		17,843		7,803		10,040		19,015		8,340		10,675		19,547		8,495		11,052		20,049		8,631		11,418		21,439		22,394		23,349		24,304		25,259		28,184		21,771		19,329

		85 ～ 89		5,204		1,507		3,697		5,455		1,623		3,832		5,785		1,869		3,916		6,196		2,085		4,111		6,677		2,308		4,369		7,200		2,529		4,671		7,784		2,847		4,937		8,308		3,050		5,258		8,924		3,340		5,584		9,810		3,733		6,077		10,587		4,119		6,468		11,470		4,424		7,046		12,653		13,350		14,047		14,744		15,441		19,267		22,025		17,172

		90 ～		2,680		648		2,032		2,854		659		2,195		3,118		670		2,448		3,348		712		2,636		3,561		769		2,792		3,868		849		3,019		4,113		929		3,184		4,450		1,076		3,374		4,806		1,209		3,597		5,153		1,333		3,820		5,575		1,454		4,121		5,947		1,388		3,196		6,766		7,327		7,888		8,449		9,010		12,039		15,555		19,439

		計 ケイ		476,813		240,165		236,648		477,894		240,736		237,158		478,986		240,988		237,998		476,896		239,678		237,218		485,876		243,248		242,628		486,263		243,356		242,907		487,919		243,981		243,938		490,773		245,233		245,540		492,787		246,039		246,748		494,733		246,749		247,984		496,961		247,540		249,421		498,994						498,371		496,963		495,557		494,152		492,747		482,066		469,394		456,741

		被保険者 ヒ ホケンシャ		252,813		123,809		129,004		257,915		126,473		131,442		262,943		128,880		134,063		267,806		131,351		136,455		275,947		134,912		141,035		280,624		136,991		143,633		285,017		139,102		145,915		288,802		140,952		147,850		292,067		142,570		149,497		295,094		143,893		151,201		297,849		145,134		152,715		300,326		146,065		152,898		301,557		301,886		302,216		302,546		302,876		298,659		292,338		287,367

		40 ～ 64		160,949		82,226		78,723		162,483		83,302		79,181		165,361		84,851		80,510		166,411		85,676		80,735		168,649		86,536		82,113		168,396		86,459		81,937		168,248		86,640		81,608		168,677		87,132		81,545		169,369		87,696		81,673		170,268		88,256		82,012		171,352		88,955		82,397		172,609		89,747		82,862		172,688		172,512		172,337		172,162		171,987		164,238		151,532		138,291

		65 ～ 74		57,558		27,738		29,820		58,683		28,129		30,554		57,911		27,592		30,319		59,029		28,037		30,992		61,902		29,358		32,544		64,429		30,527		33,902		66,368		31,391		34,977		66,601		31,406		35,195		65,544		30,904		34,640		64,396		30,306		34,090		62,505		29,462		33,043		61,648		29,146		32,502		59,048		56,775		54,502		52,229		49,956		50,948		60,327		68,070

		75 ～ 84		26,422		11,690		14,732		28,440		12,760		15,680		30,768		13,898		16,870		32,822		14,841		17,981		35,158		15,941		19,217		36,731		16,627		20,104		38,504		17,295		21,209		40,766		18,288		22,478		43,424		19,421		24,003		45,467		20,265		25,202		47,830		21,144		26,686		48,652		21,360		27,292		50,402		51,922		53,442		54,962		56,482		52,167		42,899		44,395

		85 ～ 89		5,204		1,507		3,697		5,455		1,623		3,832		5,785		1,869		3,916		6,196		2,085		4,111		6,677		2,308		4,369		7,200		2,529		4,671		7,784		2,847		4,937		8,308		3,050		5,258		8,924		3,340		5,584		9,810		3,733		6,077		10,587		4,119		6,468		11,470		4,424		7,046		12,653		13,350		14,047		14,744		15,441		19,267		22,025		17,172

		90 ～		2,680		648		2,032		2,854		659		2,195		3,118		670		2,448		3,348		712		2,636		3,561		769		2,792		3,868		849		3,019		4,113		929		3,184		4,450		1,076		3,374		4,806		1,209		3,597		5,153		1,333		3,820		5,575		1,454		4,121		5,947		1,388		3,196		6,766		7,327		7,888		8,449		9,010		12,039		15,555		19,439

		（75 ～）		34,306		13,845		20,461		36,749		15,042		21,707		39,671		16,437		23,234		42,366		17,638		24,728		45,396		19,018		26,378		47,799		20,005		27,794		50,401		21,071		29,330		53,524		22,414		31,110		57,154		23,970		33,184		60,430		25,331		35,099		63,992		26,717		37,275		66,069		27,172		37,534		69,821		72,599		75,377		78,155		80,933		83,473		80,479		81,006

		高齢者 コウレイシャ		89,184		40,935		48,249		92,578		42,512		50,066		94,464		43,359		51,105		98,047		44,963		53,084		103,737		47,607		56,130		108,360		49,683		58,677		112,656		51,533		61,123		115,675		52,744		62,931		117,892		53,665		64,227		119,673		54,304		65,369		120,922		54,725		66,197		121,770		54,930		66,840		122,103		122,047		121,991		121,935		121,879		122,382		125,251		129,637

		高齢化率 コウレイカ リツ		18.7%		17.0%		20.4%		19.4%		17.7%		21.1%		19.7%		18.0%		21.5%		20.6%		18.8%		22.4%		21.4%		19.6%		23.1%		22.3%		20.4%		24.2%		23.1%		21.1%		25.1%		23.6%		21.5%		25.6%		23.9%		21.8%		26.0%		24.2%		22.0%		26.4%		24.3%		22.1%		26.5%		24.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		24.5%		24.6%		24.6%		24.7%		24.7%		25.4%		26.7%		28.4%

		2号人口比 ゴウ ジンコウヒ		33.8%		34.2%		33.3%		34.0%		34.6%		33.4%		34.5%		35.2%		33.8%		34.9%		35.7%		34.0%		34.7%		35.6%		33.8%		34.6%		35.5%		33.7%		34.5%		35.5%		33.5%		34.4%		35.5%		33.2%		34.4%		35.6%		33.1%		34.4%		35.8%		33.1%		34.5%		35.9%		33.0%		34.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		34.7%		34.7%		34.8%		34.8%		34.9%		34.1%		32.3%		30.3%

		1号人口比 ゴウ ジンコウヒ		18.7%		17.0%		20.4%		19.4%		17.7%		21.1%		19.7%		18.0%		21.5%		20.6%		18.8%		22.4%		21.4%		19.6%		23.1%		22.3%		20.4%		24.2%		23.1%		21.1%		25.1%		23.6%		21.5%		25.6%		23.9%		21.8%		26.0%		24.2%		22.0%		26.4%		24.3%		22.1%		26.5%		24.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		24.5%		24.6%		24.6%		24.7%		24.7%		25.4%		26.7%		28.4%

		（前期） ゼンキ		12.1%		11.5%		12.6%		12.3%		11.7%		12.9%		12.1%		11.4%		12.7%		12.4%		11.7%		13.1%		12.7%		12.1%		13.4%		13.2%		12.5%		14.0%		13.6%		12.9%		14.3%		13.6%		12.8%		14.3%		13.3%		12.6%		14.0%		13.0%		12.3%		13.7%		12.6%		11.9%		13.2%		12.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.8%		11.4%		11.0%		10.6%		10.1%		10.6%		12.9%		14.9%

		（後期） コウキ		7.2%		5.8%		8.6%		7.7%		6.2%		9.2%		8.3%		6.8%		9.8%		8.9%		7.4%		10.4%		9.3%		7.8%		10.9%		9.8%		8.2%		11.4%		10.3%		8.6%		12.0%		10.9%		9.1%		12.7%		11.6%		9.7%		13.4%		12.2%		10.3%		14.2%		12.9%		10.8%		14.9%		13.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		14.0%		14.6%		15.2%		15.8%		16.4%		17.3%		17.1%		17.7%





人口ｇ



年齢別人口動態（住基各年３月末実績）



2009年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	4212	4163	4227	3985	4196	4236	4328	4302	4522	4343	4388	4361	4452	4238	4275	4057	4090	4166	4080	4201	4566	4674	5331	5761	6129	6020	6275	6299	6365	6742	6896	7132	7447	7645	8328	8622	8908	9017	8588	8433	8313	8026	6744	7145	7118	6382	6106	5855	5519	5427	5430	5079	5049	5289	5453	5592	6031	6402	6977	7983	8120	8820	6915	4993	6181	7284	6671	6977	6217	5438	4918	5516	5089	5051	4397	3955	3799	3332	2874	2645	2447	2149	2000	1779	1442	1311	1177	1058	920	738	556	446	428	322	240	243	133	101	93	43	34	16	14	7	4	2010年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	4180	4275	4088	4163	3958	4160	4187	4327	4286	4514	4348	4383	4366	4445	4242	4286	4045	4089	4197	4244	4263	4702	4957	5446	5777	6165	6030	6277	6294	6375	6756	6813	7065	7363	7586	8293	8612	8888	9012	8522	8420	8271	7997	6716	7152	7091	6370	6100	5842	5515	5388	5432	5051	5035	5264	5444	5591	5998	6379	6955	7909	8047	8755	6823	4938	6119	7234	6611	6898	6147	5379	4876	5436	5009	4974	4308	3871	3719	3251	2790	2548	2327	2038	1909	1679	1361	1221	1073	956	844	648	479	394	353	263	190	189	110	79	74	28	25	10	7	5	2011年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	4063	4175	4231	4063	4119	3942	4150	4158	4317	4283	4513	4351	4406	4366	4442	4261	4288	4054	4161	4357	4327	4399	4996	5181	5561	5765	6154	6071	6299	6287	6355	6661	6788	7042	7326	7537	8281	8590	8793	8930	8525	8341	8238	7940	6697	7126	7086	6362	6096	5821	5519	5375	5439	5055	5010	5239	5393	5564	5966	6358	6888	7842	8021	8692	6768	4891	6029	7175	6557	6816	6076	5277	4818	5353	4919	4862	4212	3787	3598	3150	2702	2451	2244	1970	1792	1572	1257	1135	977	844	763	562	417	336	296	201	152	145	82	57	54	16	20	9	8	2012年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3930	3996	3979	4005	3981	4000	3828	4114	4108	4306	4271	4510	4350	4401	4353	4427	4257	4281	4094	4302	4423	4434	4620	5107	5202	5504	5655	6042	6002	6193	6187	6216	6503	6619	6951	7168	7337	8166	8567	8701	8822	8462	8272	8161	7908	6650	7081	7078	6309	6042	5825	5489	5342	5410	5016	4986	5219	5389	5522	5910	6304	6843	7795	7974	8602	6688	4848	5967	7103	6511	6723	6007	5182	4750	5250	4837	4746	4111	3689	3466	3035	2594	2339	2145	1860	1679	1445	1159	1048	865	739	669	486	362	284	237	164	127	107	54	43	40	9	14	13	2013年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3844	4045	3996	3935	4043	4025	4029	3863	4159	4134	4349	4297	4558	4397	4465	4391	4480	4318	4436	4295	4578	4702	4857	5000	5409	5459	5704	5841	6218	6251	6473	6445	6437	6767	6847	7160	7324	7492	8250	8656	8866	8977	8611	8420	8352	8037	6846	7254	7234	6482	6163	5931	5585	5469	5452	5060	5028	5250	5419	5550	5892	6232	6840	7782	7917	8592	6670	4826	5930	7034	6477	6657	5918	5127	4671	5172	4720	4653	3997	3607	3353	2911	2483	2219	2043	1755	1558	1343	1055	966	791	645	568	418	292	233	180	121	103	82	43	33	26	7	19	2014年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3845	3892	3990	3944	3894	3987	3951	4004	3836	4138	4138	4337	4299	4558	4396	4464	4389	4481	4427	4660	4457	4837	5104	5092	5144	5465	5511	5691	5848	6140	6219	6454	6345	6296	6614	6795	7060	7283	7462	8192	8563	8760	8902	8561	8392	8358	7997	6792	7255	7212	6444	6135	5899	5578	5446	5421	5025	4992	5221	5380	5510	5811	6191	6799	7752	7832	8530	6597	4785	5876	6984	6404	6563	5826	5032	4595	5061	4623	4538	3883	3496	3262	2794	2365	2114	1944	1642	1432	1232	950	857	700	563	502	366	239	188	144	100	68	65	30	17	15	14	2015年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3783	3906	3865	3936	3905	3846	397	1	3943	4004	3845	4138	4157	4347	4309	4556	4429	4459	4395	4569	4706	4893	4657	5255	5355	5208	5301	5603	5636	5702	5850	6139	6215	6414	6338	6311	6594	6723	7031	7258	7350	8184	8550	8717	8885	8502	8402	8305	7985	6769	7243	7209	6436	6162	5883	5574	5413	5398	5024	4979	5185	5332	5466	5766	6140	6739	7680	7766	8429	6533	4731	5808	6894	6309	6470	5748	4928	4514	4941	4517	4411	3768	3373	3121	2681	2250	2011	1810	1526	1328	1109	841	772	616	476	425	298	198	147	113	71	53	48	21	12	22	2016年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3818	3919	3883	3898	3904	3902	3858	3961	3951	4020	3865	4132	4181	4341	4317	4571	4407	4464	4574	4867	4970	5138	5184	5499	5537	5438	5417	5794	5626	5761	5910	6134	6206	6433	6255	6328	6567	6678	7016	7247	7377	8210	8536	8723	8852	8536	8366	8322	8015	6782	7238	7171	6411	6172	5868	5574	5412	5374	5011	4978	5164	5319	5418	5761	6087	6669	7608	7697	8353	6439	4680	5722	6806	6226	6401	5637	4820	4422	4842	4403	4261	3635	3251	2985	2510	2120	1871	1700	1411	1206	1000	737	670	527	413	354	234	149	125	88	47	33	33	15	25	2017年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3628	3917	3928	3850	3877	3893	3896	3900	3968	3963	4014	3873	4163	4181	4353	4348	4551	4419	4625	4802	5150	5199	5565	5385	5701	5754	5563	5522	5886	5684	5785	5888	6158	6188	6425	6191	6280	6549	6683	7015	7228	7386	8164	8515	8734	8818	8528	8354	8327	8018	6777	7242	7174	6387	6146	5848	5557	5385	5345	4989	4932	5133	5273	5391	5718	6036	6613	7537	7604	8291	6367	4624	5634	6707	6131	6298	5539	4716	4317	4711	4271	4138	3476	3116	2842	2355	2014	1736	1552	1267	1084	887	635	585	431	332	297	186	107	92	60	29	22	29	30	2018年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3669	3759	3890	3917	3822	3876	3880	3913	3887	3967	3984	4020	3883	4167	4169	4354	4331	4553	4554	4839	5074	5433	5627	5789	5554	5698	5821	5616	5520	5890	5704	5821	5924	6240	6218	6501	6225	6278	6585	6687	7015	7177	7393	8178	8548	8721	8800	8503	8325	8310	8018	6752	7228	7181	6395	6106	5832	5524	5358	5326	4970	4910	5104	5240	5354	5679	5976	6556	7454	7535	8207	6281	4563	5557	6588	6038	6188	5434	4580	4212	4582	4133	3983	3342	2975	2675	2223	1886	1598	1428	1130	973	787	545	486	342	268	221	150	74	68	46	22	11	30	2019年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3528	3815	3811	3863	3934	3817	3895	3879	3892	3894	3956	3996	4034	3896	4176	4179	4342	4345	4708	4796	5098	5364	5869	5787	5868	5633	5756	5851	5642	5607	5966	5759	5830	5992	6320	6290	6481	6275	6332	6636	6730	7005	7160	7442	8177	8551	8705	8807	8538	8330	8305	7988	6747	7220	7174	6398	6065	5809	5508	5295	5301	4959	4876	5080	5182	5319	5637	5924	6503	7384	7432	8129	6211	4507	5459	6477	5926	6073	5328	4479	4083	4451	3975	3843	3195	2810	2505	2080	1728	1464	1266	1008	847	671	458	389	258	210	166	118	55	50	35	20	24	2020年	計	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104～	計	3487	3662	3835	3803	3882	3930	3823	3918	3900	3896	3917	3955	3990	4049	3907	4168	4197	4347	4503	4993	5065	5338	5797	5999	5950	6109	5752	5750	5878	5682	5700	6012	5812	5869	6020	6341	6340	6475	6288	6329	6681	6741	7024	7166	7409	8170	8564	8707	8822	8535	8327	8309	7964	6732	7189	7146	6373	6067	5820	5462	5275	5275	4941	4844	5066	5141	5271	5612	5869	6450	7284	7388	8031	6140	4462	5376	6341	5796	5909	5181	4373	3943	4274	3814	3645	3032	2618	2313	1947	1560	1311	1103	888	732	550	357	318	203	152	127	85	37	37	24	23	









人口5ｇ



５歳階層別人口（実績+推計）



2009年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	20783	21731	21714	20594	26461	31701	37448	43568	37346	29289	26300	32985	35029	32587	24971	16605	9817	5204	2680	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2010年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	20664	21474	21784	20861	25145	31141	35583	43327	38556	30918	26170	30367	36472	33009	25674	17939	10501	5455	2854	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2011年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	20651	20850	22078	21121	24464	30576	34172	42131	39741	32491	26398	28520	38211	31468	26443	19609	11159	5785	3118	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 	79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2012年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19891	20356	21885	21361	23786	29396	32476	39939	41625	33160	27082	27026	37518	31117	27912	20849	11973	6196	3348	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2013年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19863	20210	22066	21920	24546	29473	32969	38882	43226	35853	28600	26307	34663	33052	28850	22149	13009	6677	3561	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2014年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19565	19916	21728	22421	24634	28655	31928	36792	43178	37614	29502	26039	32063	33620	30809	22700	14031	7200	3868	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2015年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19395	19609	21507	22558	25368	28092	31417	34956	42838	38704	31264	25999	29443	35139	31229	23311	15193	7784	4113	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2016年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19422	19692	20836	22883	26328	28036	30938	33836	41698	40021	32860	26349	27749	36766	29835	24124	16642	8308	4450	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2017年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19200	19620	20584	22745	27000	28409	30444	32718	40027	42045	33726	27124	26447	36081	29463	25581	17843	8924	4806	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2018年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	19057	19523	20223	22631	27477	28545	29907	32276	38311	42659	35574	28146	25578	33200	31196	26452	19015	9810	5153	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 	～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2019年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	18951	19377	20058	22370	27986	28489	29867	32014	36514	42931	37434	29075	25398	30767	31738	28283	19547	10587	5575	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2020年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	18669	19467	19818	22208	28149	29171	29413	31773	35021	42798	38521	30868	25401	28343	33305	28603	20049	11470	5947	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	2021年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	18064	19255	19410	21833	28363	29787	29074	31028	33411	40652	39447	32967	26211	26599	32449	28963	21439	12653	6766	2022年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	17727	19033	19147	21543	28108	30077	29026	30416	32512	38829	39959	34133	27079	25914	30861	29528	22394	13350	7327	2023年	0 ～	 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	17390	18811	18885	21253	27853	30367	28978	29804	31614	37006	40471	35299	27947	25229	29273	30093	23349	14047	7888	2024年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	17053	18590	18623	20963	27598	30657	28930	29192	30716	35183	40983	36465	28815	24544	27685	30658	24304	14744	8449	2025年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	16716	18369	18361	20673	27343	30947	28882	28580	29818	33360	41495	37631	29683	23859	26097	31223	25259	15441	9010	2030年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	16299	16771	17359	19353	25756	29509	30061	28299	27002	29090	32736	40258	35152	28056	22892	23983	28184	19267	12039	2035年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	16010	16438	15890	18326	24245	28162	28639	29346	26846	26386	28628	31925	37747	33297	27030	21128	21771	22025	15555	2040年	0 ～ 4	5 ～ 9	10 ～ 14	15 ～ 19	20 ～ 24	25 ～ 29	30 ～ 34	35 ～ 39	40 ～ 44	45 ～ 49	50 ～ 54	55 ～ 59	60 ～ 64	65 ～ 69	70 ～ 74	75 ～ 79	80 ～ 84	85 ～ 89	90 ～	15526	16198	15615	16791	23028	26758	27511	27947	27872	26306	26009	27983	30121	35871	32199	25066	19329	17172	19439	
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外国人

		年齢階層別人口統計（住基）各年３月末 ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイ ジュウキ カクネン ガツ マツ								※外国人 ガイコク ジン

				2013年 ネン						2014年 ネン						2015年 ネン						2016年 ネン						2017年 ネン						2018年 ネン						2019年 ネン						2020年 ネン

		年齢 ネンレイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ

		0 ～ 4		287		256		543		271		253		524		340		275		615		361		320		681		402		353		755		445		370		815		422		408		830		435		434		869

		0		51		49		100		44		44		88		86		58		144		68		65		133		88		81		169		86		79		165		59		84		143		89		82		171

		1		63		54		117		62		61		123		60		51		111		85		75		160		82		69		151		100		84		184		78		90		168		65		98		163

		2		62		56		118		54		53		107		73		66		139		70		58		128		90		75		165		83		77		160		96		85		181		82		90		172

		3		53		51		104		58		49		107		64		54		118		73		68		141		68		54		122		102		77		179		86		70		156		106		87		193

		4		58		46		104		53		46		99		57		46		103		65		54		119		74		74		148		74		53		127		103		79		182		93		77		170

		5 ～ 9		165		165		330		191		177		368		218		178		396		238		195		433		263		222		485		294		252		546		317		272		589		367		313		680

		5		47		50		97		52		43		95		54		39		93		56		43		99		63		54		117		74		76		150		73		55		128		98		85		183

		6		43		30		73		43		46		89		53		36		89		53		40		93		51		44		95		63		56		119		73		78		151		83		53		136

		7		27		35		62		39		29		68		45		44		89		51		36		87		56		43		99		56		45		101		62		54		116		74		80		154

		8		28		32		60		31		30		61		39		28		67		43		47		90		46		33		79		56		43		99		50		42		92		60		54		114

		9		20		18		38		26		29		55		27		31		58		35		29		64		47		48		95		45		32		77		59		43		102		52		41		93

		10 ～ 14		112		126		238		112		109		221		125		111		236		126		121		247		146		132		278		177		163		340		207		169		376		227		186		413

		10		26		22		48		21		19		40		27		31		58		28		31		59		39		26		65		49		49		98		47		27		74		53		42		95

		11		18		20		38		25		20		45		20		20		40		30		33		63		28		35		63		44		25		69		52		47		99		50		29		79

		12		27		23		50		18		18		36		25		20		45		21		19		40		30		33		63		31		37		68		44		24		68		46		49		95

		13		17		33		50		30		21		51		24		20		44		24		18		42		22		17		39		31		33		64		33		39		72		46		25		71

		14		24		28		52		18		31		49		29		20		49		23		20		43		27		21		48		22		19		41		31		32		63		32		41		73

		15 ～ 19		206		182		388		232		201		433		244		235		479		261		249		510		263		251		514		240		244		484		269		269		538		279		290		569

		15		28		24		52		23		26		49		19		33		52		31		25		56		25		24		49		26		20		46		20		21		41		31		34		65

		16		23		27		50		28		24		52		25		30		55		20		34		54		30		25		55		22		27		49		26		23		49		24		20		44

		17		41		28		69		23		26		49		31		26		57		28		31		59		26		38		64		30		28		58		24		33		57		25		28		53

		18		60		51		111		56		44		100		42		51		93		57		43		100		52		47		99		41		54		95		60		59		119		51		63		114

		19		54		52		106		102		81		183		127		95		222		125		116		241		130		117		247		121		115		236		139		133		272		148		145		293

		20 ～ 24		535		509		1,044		725		577		1302		864		722		1586		1112		854		1966		1267		947		2214		1357		1042		2399		1408		1092		2500		1404		1149		2553

		20		81		72		153		86		76		162		147		118		265		203		150		353		210		158		368		186		164		350		189		158		347		212		173		385

		21		93		79		172		141		101		242		137		123		260		191		148		339		261		178		439		270		191		461		248		203		451		223		199		422

		22		118		113		231		153		117		270		156		154		310		204		179		383		246		169		415		301		236		537		313		216		529		268		246		514

		23		127		128		255		178		134		312		208		151		359		234		200		434		250		210		460		316		208		524		336		263		599		332		244		576

		24		116		117		233		167		149		316		216		176		392		280		177		457		300		232		532		284		243		527		322		252		574		369		287		656

		25 ～ 29		699		782		1,481		749		750		1499		944		839		1783		1165		964		2129		1312		1121		2433		1464		1232		2696		1510		1262		2772		1603		1285		2888

		25		136		134		270		148		139		287		214		182		396		274		189		463		293		257		550		301		250		551		309		251		560		363		267		630

		26		138		156		294		155		159		314		209		157		366		259		197		456		285		219		504		330		261		591		298		264		562		336		248		584

		27		126		135		261		158		146		304		184		192		376		246		178		424		286		216		502		296		259		555		342		247		589		294		254		548

		28		127		179		306		145		136		281		176		158		334		204		212		416		244		203		447		287		246		533		269		249		518		321		251		572

		29		172		178		350		143		170		313		161		150		311		182		188		370		204		226		430		250		216		466		292		251		543		289		265		554

		30 ～ 34		854		974		1,828		843		891		1734		848		889		1737		888		923		1811		922		943		1865		958		1000		1958		1064		1046		2110		1249		1169		2418

		30		197		215		412		166		174		340		153		168		321		189		159		348		205		199		404		205		236		441		267		229		496		309		275		584

		31		193		186		379		204		190		394		186		173		359		152		170		322		183		166		349		203		204		407		214		226		440		286		245		531

		32		147		201		348		170		171		341		195		192		387		189		191		380		155		179		334		194		187		381		211		211		422		236		225		461

		33		170		186		356		143		183		326		157		178		335		196		212		408		196		186		382		166		180		346		200		185		385		209		228		437

		34		147		186		333		160		173		333		157		178		335		162		191		353		183		213		396		190		193		383		172		195		367		209		196		405

		35 ～ 39		520		661		1,181		551		671		1222		594		726		1320		632		774		1406		684		847		1531		800		963		1763		888		1011		1899		909		1000		1909

		35		121		137		258		133		180		313		151		167		318		160		168		328		165		189		354		187		224		411		200		207		407		167		205		372

		36		125		143		268		115		130		245		131		176		307		140		163		303		161		175		336		181		209		390		176		225		401		207		198		405

		37		109		128		237		115		133		248		109		136		245		121		165		286		143		169		312		166		181		347		186		211		397		184		220		404

		38		88		120		208		100		115		215		108		138		246		103		140		243		106		172		278		151		180		331		164		183		347		191		197		388

		39		77		133		210		88		113		201		95		109		204		108		138		246		109		142		251		115		169		284		162		185		347		160		180		340

		40 ～ 44		429		726		1,155		414		712		1126		414		686		1100		421		658		1079		454		669		1123		491		645		1136		502		673		1175		582		764		1346

		40		89		153		242		80		129		209		76		114		190		101		113		214		106		144		250		113		132		245		111		171		282		157		191		348

		41		89		145		234		81		149		230		82		133		215		78		119		197		100		115		215		104		144		248		115		138		253		111		175		286

		42		97		151		248		84		145		229		80		153		233		86		131		217		81		124		205		104		115		219		101		140		241		116		140		256

		43		70		138		208		102		151		253		78		142		220		70		152		222		87		132		219		79		119		198		100		113		213		96		143		239

		44		84		139		223		67		138		205		98		144		242		86		143		229		80		154		234		91		135		226		75		111		186		102		115		217

		45 ～ 49		318		623		941		335		618		953		331		636		967		357		661		1018		382		694		1076		398		730		1128		409		726		1135		419		690		1109

		45		63		123		186		82		133		215		63		139		202		98		142		240		83		145		228		81		156		237		89		135		224		82		109		191

		46		72		121		193		58		119		177		81		134		215		63		145		208		101		143		244		83		145		228		76		156		232		85		132		217

		47		66		135		201		64		118		182		54		117		171		80		131		211		61		148		209		96		143		239		84		146		230		77		153		230

		48		62		124		186		70		128		198		64		116		180		55		122		177		79		137		216		64		144		208		92		150		242		83		145		228

		49		55		120		175		61		120		181		69		130		199		61		121		182		58		121		179		74		142		216		68		139		207		92		151		243

		50 ～ 54		222		390		612		243		449		692		260		497		757		274		544		818		301		592		893		293		637		930		313		652		965		312		663		975

		50		65		100		165		53		122		175		64		126		190		65		129		194		61		126		187		56		123		179		74		140		214		67		141		208

		51		44		68		112		67		92		159		49		124		173		55		128		183		65		129		194		60		128		188		53		124		177		76		146		222

		52		45		81		126		38		74		112		66		90		156		47		120		167		59		126		185		65		131		196		57		124		181		49		123		172

		53		42		80		122		45		84		129		37		74		111		66		92		158		47		119		166		63		128		191		64		134		198		55		123		178

		54		26		61		87		40		77		117		44		83		127		41		75		116		69		92		161		49		127		176		65		130		195		65		130		195

		55 ～ 59		130		242		372		128		257		385		149		283		432		181		316		497		193		334		527		232		390		622		245		468		713		272		518		790

		55		35		60		95		28		60		88		41		76		117		48		89		137		43		74		117		68		94		162		51		130		181		67		133		200

		56		25		57		82		33		57		90		30		56		86		39		72		111		46		86		132		44		79		123		68		96		164		51		128		179

		57		24		49		73		22		48		70		34		55		89		36		57		93		38		71		109		41		86		127		43		83		126		68		97		165

		58		19		41		60		25		51		76		21		48		69		35		49		84		35		54		89		44		74		118		43		85		128		44		82		126

		59		27		35		62		20		41		61		23		48		71		23		49		72		31		49		80		35		57		92		40		74		114		42		78		120

		60 ～ 64		101		110		211		114		124		238		101		139		240		107		170		277		106		203		309		122		231		353		131		242		373		157		272		429

		60		20		26		46		27		36		63		18		40		58		24		50		74		22		50		72		32		52		84		34		52		86		43		70		113

		61		22		18		40		20		23		43		26		35		61		18		42		60		23		49		72		27		52		79		31		54		85		34		52		86

		62		23		23		46		22		17		39		18		25		43		24		32		56		19		41		60		26		49		75		23		49		72		34		53		87

		63		24		25		49		20		22		42		22		18		40		21		29		50		21		34		55		18		43		61		25		48		73		24		50		74

		64		12		18		30		25		26		51		17		21		38		20		17		37		21		29		50		19		35		54		18		39		57		22		47		69

		65 ～ 69		59		78		137		58		86		144		74		92		166		74		96		170		79		99		178		84		109		193		93		128		221		90		147		237

		65		16		20		36		12		18		30		23		28		51		16		20		36		19		17		36		17		29		46		19		34		53		17		38		55

		66		14		16		30		14		17		31		14		19		33		20		29		49		16		22		38		22		16		38		17		28		45		19		36		55

		67		11		15		26		14		17		31		14		17		31		10		14		24		19		27		46		17		23		40		21		15		36		16		29		45

		68		10		19		29		10		16		26		13		15		28		15		19		34		10		14		24		18		27		45		17		24		41		22		17		39

		69		8		8		16		8		18		26		10		13		23		13		14		27		15		19		34		10		14		24		19		27		46		16		27		43

		70 ～ 74		42		38		80		43		44		87		41		57		98		43		64		107		42		59		101		50		64		114		50		67		117		65		77		142

		70		9		11		20		8		8		16		8		19		27		9		13		22		13		14		27		17		19		36		9		11		20		19		26		45

		71		11		13		24		8		12		20		8		8		16		7		18		25		8		10		18		14		13		27		17		19		36		11		11		22

		72		5		5		10		11		12		23		8		13		21		8		7		15		6		15		21		7		11		18		13		13		26		15		18		33

		73		12		5		17		5		5		10		11		12		23		8		12		20		8		7		15		5		15		20		6		10		16		14		12		26

		74		5		4		9		11		7		18		6		5		11		11		14		25		7		13		20		7		6		13		5		14		19		6		10		16

		75 ～ 79		22		28		50		22		24		46		30		28		58		31		24		55		36		34		70		39		42		81		40		43		83		35		48		83

		75		3		6		9		7		5		12		10		7		17		7		5		12		12		14		26		7		14		21		6		5		11		4		14		18

		76		5		3		8		2		6		8		7		5		12		11		7		18		7		6		13		12		13		25		7		13		20		7		4		11

		77		6		7		13		5		3		8		2		6		8		6		4		10		10		6		16		7		5		12		12		14		26		8		13		21

		78		3		5		8		6		7		13		5		3		8		2		5		7		5		4		9		9		6		15		6		5		11		11		12		23

		79		5		7		12		2		3		5		6		7		13		5		3		8		2		4		6		4		4		8		9		6		15		5		5		10

		80 ～ 84		9		18		27		9		24		33		7		28		35		11		30		41		14		29		43		12		25		37		14		20		34		21		25		46

		80		1		5		6		5		7		12		2		4		6		5		7		12		5		3		8		2		4		6		4		4		8		9		6		15

		81		1		5		6		1		6		7		4		8		12		1		4		5		4		7		11		4		3		7		2		4		6		3		4		7

		82		0		4		4		0		4		4		1		7		8		4		8		12		1		4		5		3		7		10		4		3		7		2		4		6

		83		3		3		6		0		4		4		0		4		4		1		7		8		3		8		11		1		3		4		3		6		9		5		5		10

		84		4		1		5		3		3		6		0		5		5		0		4		4		1		7		8		2		8		10		1		3		4		2		6		8

		85 ～ 89		6		10		16		7		8		15		9		9		18		9		10		19		9		10		19		7		16		23		5		20		25		4		20		24

		85		2		1		3		4		1		5		3		3		6		0		4		4		0		2		2		1		8		9		2		7		9		1		2		3

		86		1		2		3		2		1		3		4		1		5		3		3		6		0		4		4		0		2		2		1		7		8		2		7		9

		87		0		2		2		0		2		2		2		0		2		4		1		5		3		3		6		0		3		3		0		2		2		1		7		8

		88		1		1		2		0		3		3		0		2		2		2		0		2		4		1		5		3		2		5		0		2		2		0		2		2

		89		2		4		6		1		1		2		0		3		3		0		2		2		2		0		2		3		1		4		2		2		4		0		2		2

		90 ～ 94		4		1		5		4		4		8		5		4		9		5		6		11		5		6		11		5		6		11		6		3		9		4		3		7

		90		2		0		2		2		4		6		1		1		2		0		2		2		0		1		1		2		0		2		3		1		4		2		1		3

		91		1		0		1		2		0		2		2		3		5		1		1		2		0		1		1		0		1		1		1		0		1		1		1		2

		92		0		1		1		0		0		0		2		0		2		2		3		5		1		1		2		0		1		1		0		0		0		1		0		1

		93		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		2		2		3		5		1		1		2		0		1		1		0		0		0

		94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		2		3		5		2		1		3		0		1		1

		95 ～ 99		0		2		2		0		2		2		0		2		2		0		0		0		0		0		0		2		0		2		3		3		6		3		3		6

		95		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		1		3		4		2		1		3

		96		0		0		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		0		2		2

		97		0		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1

		98		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		99		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		100 ～    		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		103		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		104		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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２号被保険者 １号被保険者

前期 後期

１）４０歳以上は安定的に推移している
２）団塊の世代より団塊ジュニア世代の方が多い

団塊ジュニア

団塊の世代
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２号被保険者 １号被保険者

前期 後期

2020年

2025年

2040年

１）2040年には団塊ジュニア世代が高齢者に達する
２）2040年には６５歳未満の現役世代が激減する

2030年

2035年
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１）被保険者が2025年がピークで以降減少
２）２号被保険者より１号被保険者が多くなる
３）高齢化率は進展し続ける
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1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5
2018年 33,200 118 156 154 196 128 94 90 936 4.6% 2.8% 31,196 237 281 287 421 243 188 170 1,827 9.0% 5.9% 26,452 513 543 528 643 439 348 238 3,252 16.1% 12.3%

2019年 30,767 113 144 141 208 117 97 78 898 4.2% 2.9% 31,738 264 320 269 382 268 179 175 1,857 8.7% 5.9% 28,283 552 580 591 715 461 364 278 3,541 16.7% 12.5%

2020年 28,343 107 141 124 195 110 94 82 853 4.0% 3.0% 33,305 254 299 256 407 260 204 163 1,843 8.6% 5.5% 28,603 558 560 580 692 466 363 274 3,493 16.3% 12.2%

2021年 26,599 106 140 123 194 110 94 82 849 3.7% 3.2% 32,449 247 291 249 397 254 199 158 1,795 7.9% 5.5% 28,963 581 583 604 720 485 378 285 3,636 16.0% 12.6%

2022年 25,914 104 137 121 190 107 91 80 830 3.5% 3.2% 30,861 234 276 237 377 241 189 151 1,705 7.2% 5.5% 29,528 591 593 615 734 494 385 291 3,703 15.6% 12.5%

2023年 25,229 101 133 117 185 105 89 77 807 3.3% 3.2% 29,273 223 262 225 358 229 179 143 1,619 6.6% 5.5% 30,093 602 604 626 748 503 392 295 3,770 15.3% 12.5%

2024年 24,544 99 130 115 180 101 86 75 786 3.1% 3.2% 27,685 210 248 212 339 217 169 135 1,530 6.0% 5.5% 30,658 612 614 638 762 512 400 301 3,839 15.1% 12.5%

2025年 23,859 96 126 111 176 99 84 73 765 2.9% 3.2% 26,097 198 234 201 320 204 160 127 1,444 5.5% 5.5% 31,223 623 625 648 775 521 407 307 3,906 14.8% 12.5%

2030年 28,056 104 136 120 189 107 90 79 825 3.0% 2.9% 22,892 157 186 160 256 164 128 101 1,152 4.2% 5.0% 23,983 432 433 451 540 363 284 213 2,716 10.0% 11.3%

2035年 33,297 110 145 128 202 114 97 85 881 3.4% 2.6% 27,030 167 198 170 274 176 137 108 1,230 4.7% 4.6% 21,128 343 342 357 428 288 226 169 2,153 8.2% 10.2%

2040年 35,871 117 154 136 214 120 102 89 932 3.5% 2.6% 32,199 195 232 199 320 205 159 127 1,437 5.4% 4.5% 25,066 399 399 418 501 337 264 196 2,514 9.5% 10.0%

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5
2018年 19,015 782 751 980 1,031 659 535 389 5,127 25.4% 27.0% 9,810 596 683 952 1,063 733 567 427 5,021 24.9% 51.2% 5,153 255 411 537 864 738 739 484 4,028 19.9% 78.2%

2019年 19,547 817 776 981 1,064 650 552 385 5,225 24.6% 26.7% 10,587 696 732 1,002 1,119 783 630 459 5,421 25.5% 51.2% 5,575 275 446 552 898 839 785 518 4,313 20.3% 77.4%

2020年 20,049 822 766 1,010 1,049 668 550 368 5,233 24.4% 26.1% 11,470 702 750 1,004 1,139 858 663 433 5,549 25.9% 48.4% 5,947 322 430 620 935 821 795 520 4,443 20.7% 74.7%

2021年 21,439 878 819 1,079 1,120 713 588 393 5,590 24.5% 26.1% 12,653 758 809 1,084 1,229 926 716 467 5,989 26.3% 47.3% 6,766 360 477 689 1,038 910 878 575 4,927 21.6% 72.8%

2022年 22,394 916 854 1,126 1,169 744 613 410 5,832 24.6% 26.0% 13,350 799 852 1,141 1,294 975 753 491 6,305 26.6% 47.2% 7,327 391 515 744 1,120 981 945 618 5,314 22.4% 72.5%

2023年 23,349 954 889 1,172 1,218 776 639 427 6,075 24.7% 26.0% 14,047 840 895 1,199 1,359 1,024 791 516 6,624 26.9% 47.2% 7,888 422 553 800 1,202 1,051 1,011 663 5,702 23.2% 72.3%

2024年 24,304 992 924 1,219 1,266 807 664 445 6,317 24.8% 26.0% 14,744 880 937 1,257 1,424 1,074 829 541 6,942 27.2% 47.1% 8,449 452 591 855 1,285 1,122 1,077 706 6,088 23.9% 72.1%

2025年 25,259 1,030 959 1,266 1,316 837 690 461 6,559 24.8% 26.0% 15,441 921 980 1,314 1,490 1,123 867 565 7,260 27.5% 47.0% 9,010 483 629 911 1,366 1,193 1,143 750 6,475 24.5% 71.9%

2030年 28,184 1,036 964 1,275 1,326 845 695 463 6,604 24.2% 23.4% 19,267 1,038 1,102 1,480 1,677 1,264 976 636 8,173 30.0% 42.4% 12,039 587 756 1,098 1,642 1,429 1,365 896 7,773 28.5% 64.6%

2035年 21,771 719 670 886 922 587 483 322 4,589 17.5% 21.1% 22,025 1,067 1,132 1,520 1,722 1,298 1,001 651 8,391 32.0% 38.1% 15,555 683 878 1,275 1,905 1,658 1,581 1,038 9,018 34.3% 58.0%

2040年 19,329 627 584 773 805 513 422 281 4,005 15.2% 20.7% 17,172 819 869 1,168 1,322 997 769 501 6,445 24.4% 37.5% 19,439 840 1,080 1,569 2,346 2,041 1,945 1,278 11,099 42.0% 57.1%

要支援 要支援

1 2 1 2 3 4 5 1-2 1-2 3-5 1-2 1-2 3-5
2018年 124,826 2,501 2,825 3,438 4,218 2,940 2,471 1,798 20,191 16.2% 5,326 7,656 7,209 26.4% 37.9% 35.7%

2019年 126,497 2,717 2,998 3,536 4,386 3,118 2,607 1,893 21,255 16.8% 5,715 7,922 7,618 26.9% 37.3% 35.8%

2020年 127,717 2,765 2,946 3,594 4,417 3,183 2,669 1,840 21,414 16.8% 5,711 8,011 7,692 26.7% 37.4% 35.9%

2021年 128,869 2,930 3,119 3,828 4,698 3,398 2,853 1,960 22,786 17.7% 6,049 8,526 8,211 26.5% 37.4% 36.0%

2022年 129,374 3,035 3,227 3,984 4,884 3,542 2,976 2,041 23,689 18.3% 6,262 8,868 8,559 26.4% 37.4% 36.1%

2023年 129,879 3,142 3,336 4,139 5,070 3,688 3,101 2,121 24,597 18.9% 6,478 9,209 8,910 26.3% 37.4% 36.2%

2024年 130,384 3,245 3,444 4,296 5,256 3,833 3,225 2,203 25,502 19.6% 6,689 9,552 9,261 26.2% 37.5% 36.3%

2025年 130,889 3,351 3,553 4,451 5,443 3,977 3,351 2,283 26,409 20.2% 6,904 9,894 9,611 26.1% 37.5% 36.4%

2030年 134,421 3,354 3,577 4,584 5,630 4,172 3,538 2,388 27,243 20.3% 6,931 10,214 10,098 25.4% 37.5% 37.1%

2035年 140,806 3,089 3,365 4,336 5,453 4,121 3,525 2,373 26,262 18.7% 6,454 9,789 10,019 24.6% 37.3% 38.2%

2040年 149,076 2,997 3,318 4,263 5,508 4,213 3,661 2,472 26,432 17.7% 6,315 9,771 10,346 23.9% 37.0% 39.1%

要支援 要介護
小計

構成
比

認定
率

認定
率

区分構成比
要介護

要支援 要介護 要支援 要介護 構成
比

認定
率

小計 小計
構成
比

対象者

対象者

要支援 要介護

要支援 要介護

   75～79歳

   80～84歳    85～89歳    90歳以上

対象者対象者 小計
構成
比

認定
率

構成
比

認定
率

要支援 要介護
対象者

要支援 要介護区分

区分

区分
区分人数

要介護

   65～69歳    70～74歳

認定
率

構成
比

合計

小計対象者 対象者

小計
認定
率

小計

認定者数推計（暫定値）

１）2019年（実績）から2025年には+5,154人増
２）認定者数のピークは、2030年
→2019年（実績）から2030年には+5,988人増
３）2035年から認定者数・認定率が減少
４）90歳以上の認定者数が増加
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新規

		要介護認定者数（Ｈ31/3） ヨウ カイゴ ニンテイ シャ スウ																										ｈ30.4～ｈ31.3

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		14,632		61		84		71		121		87		49		53		526		3.6%				35		24		18		19		22		17		14		149		28%		1.0%

				70-74		14,830		105		150		127		209		116		108		71		886		6.0%				46		52		59		40		38		32		23		290		33%		2.0%

				75-79		12,649		198		185		217		311		209		144		114		1,378		10.9%				115		74		97		64		40		46		32		468		34%		3.7%

				80-84		8,495		241		244		371		416		240		190		106		1,808		21.3%				130		83		137		81		41		50		40		562		31%		6.6%

				85-89		4,119		236		217		316		323		231		183		109		1,615		39.2%				131		78		140		63		30		34		25		501		31%		12.2%

				90-		1,454		101		106		160		217		168		112		82		946		65.1%				57		45		70		43		19		20		15		269		28%		18.5%

				計 ケイ		56,179		942		986		1,262		1,597		1,051		786		535		7,159		12.7%				514		356		521		310		190		199		149		2239		31%		4.0%

		女 オンナ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		16,135		61		74		73		78		45		53		29		413		2.6%				25		21		18		13		17		9		9		112		27%		0.7%

				70-74		16,908		138		171		128		171		111		76		88		883		5.2%				57		58		37		30		18		10		11		221		25%		1.3%

				75-79		15,634		351		369		350		364		234		196		150		2,014		12.9%				176		118		113		67		36		27		25		562		28%		3.6%

				80-84		11,052		549		533		602		626		410		332		257		3,309		29.9%				218		157		182		76		41		40		25		739		22%		6.7%

				85-89		6,468		398		516		667		770		538		408		328		3,625		56.0%				185		138		178		80		55		37		18		691		19%		10.7%

				90-		4,121		192		315		399		688		648		623		418		3,283		79.7%				74		86		79		58		41		43		31		412		13%		10.0%

				計 ケイ		70,318		1,689		1,978		2,219		2,697		1,986		1,688		1,270		13,527		19.2%				735		578		607		324		208		166		119		2737		20%		3.9%

		計 ケイ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		30,767		122		158		144		199		132		102		82		939		3.1%				60		45		36		32		39		26		23		261		28%		0.8%

				70-74		31,738		243		321		255		380		227		184		159		1,769		5.6%				103		110		96		70		56		42		34		511		29%		1.6%

				75-79		28,283		549		554		567		675		443		340		264		3,392		12.0%				291		192		210		131		76		73		57		1030		30%		3.6%

				80-84		19,547		790		777		973		1,042		650		522		363		5,117		26.2%				348		240		319		157		82		90		65		1301		25%		6.7%

				85-89		10,587		634		733		983		1,093		769		591		437		5,240		49.5%				316		216		318		143		85		71		43		1192		23%		11.3%

				90-		5,575		293		421		559		905		816		735		500		4,229		75.9%				131		131		149		101		60		63		46		681		16%		12.2%

				計 ケイ		126,497		2,631		2,964		3,481		4,294		3,037		2,474		1,805		20,686		16.4%				1,249		934		1,128		634		398		365		268		4976		24%		3.9%

		要介護認定者数（Ｒ2/3） ヨウ カイゴ ニンテイ シャ スウ																										ｈ31.4～r2.3

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		13,546		60		75		74		117		70		48		47		491		3.6%				28		28		32		30		19		16		13		166		34%		1.2%

				70-74		15,600		108		138		126		232		149		108		80		941		6.0%				63		38		55		46		46		32		31		311		33%		2.0%

				75-79		12,729		207		193		238		309		199		173		111		1,430		11.2%				109		71		93		62		50		53		31		469		33%		3.7%

				80-84		8,631		258		229		340		405		254		216		120		1,822		21.1%				158		109		127		80		49		64		38		625		34%		7.2%

				85-89		4,424		269		212		321		355		257		191		111		1,716		38.8%				142		66		100		64		35		51		33		491		29%		11.1%

				90-		1,624		126		114		171		229		176		122		93		1,031		63.5%				53		38		43		27		13		17		15		206		20%		12.7%

				計 ケイ		56,554		1,028		961		1,270		1,647		1,105		858		562		7,431		13.1%				553		350		450		309		212		233		161		2268		31%		4.0%



		女 オンナ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		14,797		44		61		52		84		46		45		35		367		2.5%				22		21		17		23		11		8		11		113		31%		0.8%

				70-74		17,705		149		161		136		172		112		97		82		909		5.1%				66		56		54		35		27		37		28		303		33%		1.7%

				75-79		15,874		355		372		348		380		254		206		162		2,077		13.1%				178		122		139		61		40		37		29		606		29%		3.8%

				80-84		11,418		567		539		656		658		406		342		247		3,415		29.9%				247		151		188		84		46		31		34		781		23%		6.8%

				85-89		7,046		451		532		691		784		576		457		337		3,828		54.3%				178		101		134		85		36		38		27		599		16%		8.5%

				90-		4,323		199		323		435		708		638		673		444		3,420		79.1%				60		53		64		27		24		30		26		284		8%		6.6%

				計 ケイ		71,163		1,765		1,988		2,318		2,786		2,032		1,820		1,307		14,016		19.7%				751		504		596		315		184		181		155		2686		19%		3.8%



		計 ケイ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		28,343		104		136		126		201		116		93		82		858		3.0%				50		49		49		53		30		24		24		279		33%		1.0%

				70-74		33,305		257		299		262		404		261		205		162		1,850		5.6%				129		94		109		81		73		69		59		614		33%		1.8%

				75-79		28,603		562		565		586		689		453		379		273		3,507		12.3%				287		193		232		123		90		90		60		1075		31%		3.8%

				80-84		20,049		825		768		996		1,063		660		558		367		5,237		26.1%				405		260		315		164		95		95		72		1406		27%		7.0%

				85-89		11,470		720		744		1,012		1,139		833		648		448		5,544		48.3%				320		167		234		149		71		89		60		1090		20%		9.5%

				90-		5,947		325		437		606		937		814		795		537		4,451		74.8%				113		91		107		54		37		47		41		490		11%		8.2%

				計 ケイ		127,717		2,793		2,949		3,588		4,433		3,137		2,678		1,869		21,447		16.8%				1,304		854		1,046		624		396		414		316		4954		23%		3.9%

		人口：年齢階層別人口統計表（公開情報） ジンコウ ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイヒョウ コウカイ ジョウホウ

		認定者：介護保険事業状況報告（公開情報） ニンテイシャ カイゴ ホケン ジギョウ ジョウキョウ ホウコク コウカイ ジョウホウ

		新規認定者：独自集計（未公開） シンキ ニンテイシャ ドクジ シュウケイ ミ コウカイ



&D




認定者推計（年齢別）ｈ30~ｒ7



				30



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		7,008		923		916		1260		1,557		1051		778		523		1.99

								   65～69歳		525		59		81		85		121		79		51		49		2.03						118		156		154		196		128		94		90

								   70～74歳		909		108		127		134		228		130		99		83		2.07						237		281		287		421		243		188		170

								   75～79歳		1,313		178		180		212		290		220		142		91		1.99						513		543		528		643		439		348		238

								   80～84歳		1,827		253		239		365		395		254		199		122		1.92						782		751		980		1031		659		535		389

								   85～89歳		1,550		229		189		317		317		219		168		111		1.93						596		683		952		1063		733		567		427

								   90歳以上		884		96		100		147		206		149		119		67		2.14						255		411		537		864		738		739		484







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		13,183		1,578		1,909		2,178		2,661		1,889		1,693		1,275		2.10

								   65～69歳		411		59		75		69		75		49		43		41		1.93

								   70～74歳		918		129		154		153		193		113		89		87		1.93

								   75～79歳		1,939		335		363		316		353		219		206		147		1.80

								   80～84歳		3,300		529		512		615		636		405		336		267		1.87

								   85～89歳		3,471		367		494		635		746		514		399		316		2.07

								   90歳以上		3,144		159		311		390		658		589		620		417		2.61







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		20,191		2,501		2,825		3,438		4,218		2,940		2,471		1,798		2.06

								認定者数全体		20,902		2,565		2,933		3,522		4,410		3,034		2,546		1,892		2.06

																										ERROR:#DIV/0!





				ｒ1



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		7,388		982		1010		1268		1,636		1080		844		568		2.00

								   65～69歳		509		57		83		76		118		77		51		47		2.03						113		144		141		208		117		97		78

								   70～74歳		931		111		147		138		219		145		91		80		2.01						264		320		269		382		268		179		175

								   75～79歳		1,462		216		202		219		338		209		166		112		1.99						552		580		591		715		461		364		278

								   80～84歳		1,822		242		237		356		402		243		220		122		1.95						817		776		981		1064		650		552		385

								   85～89歳		1,684		255		218		323		351		237		185		115		1.92						696		732		1002		1119		783		630		459

								   90歳以上		980		101		123		156		208		169		131		92		2.19						275		446		552		898		839		785		518







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		13,867		1,735		1,988		2,268		2,750		2,038		1,763		1,325		2.09

								   65～69歳		389		56		61		65		90		40		46		31		1.92

								   70～74歳		926		153		173		131		163		123		88		95		1.92

								   75～79歳		2,079		336		378		372		377		252		198		166		1.81

								   80～84歳		3,403		575		539		625		662		407		332		263		1.83

								   85～89歳		3,737		441		514		679		768		546		445		344		2.06

								   90歳以上		3,333		174		323		396		690		670		654		426		2.62







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		21,255		2,717		2,998		3,536		4,386		3,118		2,607		1,893		2.06

								認定者数全体		21,963		2,768		3,116		3,618		4,569		3,219		2,676		1,997		2.06

								第2号被保険者		685		44		90		92		204		106		71		78		2.25





				ｒ2				100

								100

						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		7,444		1028		958		1289		1636		1127		857		549		2.00

								   65～69歳		486		59		77		72		117		65		49		47		2.02						107		141		124		195		110		94		82

								   70～74歳		930		103		135		126		231		149		108		78		2.09						254		299		256		407		260		204		163

								   75～79歳		1,436		208		194		238		312		203		172		109		1.99						558		560		580		692		466		363		274

								   80～84歳		1,849		267		236		355		401		263		208		119		1.93						822		766		1010		1049		668		550		368

								   85～89歳		1,721		265		209		326		346		273		195		107		1.93						702		750		1004		1139		858		663		433

								   90歳以上		1,022		126		107		172		229		174		125		89		2.14						322		430		620		935		821		795		520







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		13,970		1737		1988		2305		2781		2056		1812		1291		2.09

								   65～69歳		367		48		64		52		78		45		45		35		2.02

								   70～74歳		913		151		164		130		176		111		96		85		1.91

								   75～79歳		2,057		350		366		342		380		263		191		165		1.82

								   80～84歳		3,384		555		530		655		648		405		342		249		1.83

								   85～89歳		3,828		437		541		678		793		585		468		326		2.06

								   90歳以上		3,421		196		323		448		706		647		670		431		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		21,414		2,765		2,946		3,594		4,417		3,183		2,669		1,840		2.05

								認定者数全体		22,113		2,822		3,052		3,674		4,613		3,287		2,740		1,925		2.06

								第2号被保険者		699		57		106		80		196		104		71		85		2.22





				ｒ3



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		7,919		1,097		1,015		1,375		1,737		1,200		913		582		2.00

								   65～69歳		486		59		77		72		117		65		49		47		2.02						106		140		123		194		110		94		82

								   70～74歳		910		101		132		123		226		146		106		76		2.09						247		291		249		397		254		199		158

								   75～79歳		1,502		218		203		249		326		212		180		114		1.99						581		583		604		720		485		378		285

								   80～84歳		1,979		286		253		380		429		281		223		127		1.93						878		819		1079		1120		713		588		393

								   85～89歳		1,869		288		227		354		376		296		212		116		1.93						758		809		1084		1229		926		716		467

								   90歳以上		1,173		145		123		197		263		200		143		102		2.14						360		477		689		1038		910		878		575







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		14,867		1,833		2,104		2,453		2,961		2,198		1,940		1,378		2.09

								   65～69歳		363		47		63		51		77		45		45		35		2.03

								   70～74歳		885		146		159		126		171		108		93		82		1.91

								   75～79歳		2,134		363		380		355		394		273		198		171		1.82

								   80～84歳		3,611		592		566		699		691		432		365		266		1.83

								   85～89歳		4,120		470		582		730		853		630		504		351		2.06

								   90歳以上		3,754		215		354		492		775		710		735		473		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		22,786		2,930		3,119		3,828		4,698		3,398		2,853		1,960		2.06

								認定者数全体		23,481		2,968		3,241		3,906		4,872		3,505		2,915		2,074		2.07

								第2号被保険者		695		38		122		78		174		107		62		114		2.34





				ｒ4



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		8,234		1,142		1,050		1,435		1,803		1,250		949		605		2.00

								   65～69歳		478		58		76		71		115		64		48		46		2.02						104		137		121		190		107		91		80

								   70～74歳		869		96		126		118		216		139		101		73		2.09						234		276		237		377		241		189		151

								   75～79歳		1,538		223		208		255		334		217		184		117		1.99						591		593		615		734		494		385		291

								   80～84歳		2,068		299		264		397		448		294		233		133		1.93						916		854		1126		1169		744		613		410

								   85～89歳		1,979		305		240		375		398		314		224		123		1.93						799		852		1141		1294		975		753		491

								   90歳以上		1,302		161		136		219		292		222		159		113		2.14						391		515		744		1120		981		945		618







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		15,455		1,893		2,177		2,549		3,081		2,292		2,027		1,436		2.10

								   65～69歳		352		46		61		50		75		43		43		34		2.02

								   70～74歳		836		138		150		119		161		102		88		78		1.91

								   75～79歳		2,165		368		385		360		400		277		201		174		1.82

								   80～84歳		3,764		617		590		729		721		450		380		277		1.83

								   85～89歳		4,326		494		612		766		896		661		529		368		2.06

								   90歳以上		4,012		230		379		525		828		759		786		505		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		23,689		3,035		3,227		3,984		4,884		3,542		2,976		2,041		2.06

								認定者数全体		24,379		3,059		3,359		4,060		5,048		3,656		3,032		2,165		2.07

								第2号被保険者		690		24		132		76		164		114		56		124		2.39





				ｒ5



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		8,550		1,188		1,086		1,493		1,870		1,300		986		627		2.00

								   65～69歳		468		57		74		69		113		63		47		45		2.02						101		133		117		185		105		89		77

								   70～74歳		828		92		120		112		206		133		96		69		2.09						223		262		225		358		229		179		143

								   75～79歳		1,573		228		213		261		342		222		188		119		1.99						602		604		626		748		503		392		295

								   80～84歳		2,158		312		275		414		468		307		243		139		1.93						954		889		1172		1218		776		639		427

								   85～89歳		2,090		322		254		396		420		331		237		130		1.93						840		895		1199		1359		1024		791		516

								   90歳以上		1,433		177		150		241		321		244		175		125		2.14						422		553		800		1202		1051		1011		663







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		16,047		1,954		2,250		2,646		3,200		2,388		2,115		1,494		2.10

								   65～69歳		339		44		59		48		72		42		42		32		2.02

								   70～74歳		791		131		142		113		152		96		83		74		1.91

								   75～79歳		2,197		374		391		365		406		281		204		176		1.82

								   80～84歳		3,917		642		614		758		750		469		396		288		1.83

								   85～89歳		4,534		518		641		803		939		693		554		386		2.06

								   90歳以上		4,269		245		403		559		881		807		836		538		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		24,597		3,142		3,336		4,139		5,070		3,688		3,101		2,121		2.06

								認定者数全体		25,281		3,153		3,478		4,213		5,223		3,809		3,150		2,255		2.07

								第2号被保険者		684		11		142		74		153		121		49		134		2.44





				ｒ6



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		8,863		1,232		1,122		1,552		1,935		1,349		1,023		650		2.00

								   65～69歳		458		56		73		68		110		61		46		44		2.02						99		130		115		180		101		86		75

								   70～74歳		785		87		114		106		195		126		91		66		2.09						210		248		212		339		217		169		135

								   75～79歳		1,609		233		217		267		350		227		193		122		1.99						612		614		638		762		512		400		301

								   80～84歳		2,247		324		287		431		487		320		253		145		1.93						992		924		1219		1266		807		664		445

								   85～89歳		2,200		339		267		417		442		349		249		137		1.93						880		937		1257		1424		1074		829		541

								   90歳以上		1,564		193		164		263		351		266		191		136		2.14						452		591		855		1285		1122		1077		706







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		16,639		2,013		2,322		2,744		3,321		2,484		2,202		1,553		2.11

								   65～69歳		328		43		57		47		70		40		40		31		2.01

								   70～74歳		745		123		134		106		144		91		78		69		1.91

								   75～79歳		2,230		379		397		371		412		285		207		179		1.82

								   80～84歳		4,070		668		637		788		779		487		411		300		1.83

								   85～89歳		4,742		541		670		840		982		725		580		404		2.06

								   90歳以上		4,524		259		427		592		934		856		886		570		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		25,502		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		2.07

								認定者数全体		25,502		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		2.07

								第2号被保険者		0																ERROR:#DIV/0!



				ｒ7



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		9,178		1,276		1,158		1,611		2,002		1,399		1,060		672		2.00

								   65～69歳		447		54		71		66		108		60		45		43		2.02						96		126		111		176		99		84		73

								   70～74歳		743		82		108		101		185		119		86		62		2.09						198		234		201		320		204		160		127

								   75～79歳		1,643		238		222		272		357		232		197		125		1.99						623		625		648		775		521		407		307

								   80～84歳		2,336		337		298		449		507		332		263		150		1.93						1030		959		1266		1316		837		690		461

								   85～89歳		2,313		356		281		438		465		367		262		144		1.94						921		980		1314		1490		1123		867		565

								   90歳以上		1,696		209		178		285		380		289		207		148		2.14						483		629		911		1366		1193		1143		750







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		17,231		2,075		2,395		2,840		3,441		2,578		2,291		1,611		2.11

								   65～69歳		318		42		55		45		68		39		39		30		2.01

								   70～74歳		701		116		126		100		135		85		74		65		1.91

								   75～79歳		2,263		385		403		376		418		289		210		182		1.82

								   80～84歳		4,223		693		661		817		809		505		427		311		1.83

								   85～89歳		4,947		565		699		876		1,025		756		605		421		2.06

								   90歳以上		4,779		274		451		626		986		904		936		602		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		26,409		3,351		3,553		4,451		5,443		3,977		3,351		2,283		2.07

								認定者数全体		27,127		3,360		3,705		4,529		5,593		4,108		3,401		2,431		2.08

								第2号被保険者		718		9		152		78		150		131		50		148		2.47

				r12



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		9,473		1,317		1,178		1,674		2,060		1,456		1,094		694		2.00

								   65～69歳		499		61		79		74		120		67		50		48		2.02						104		136		120		189		107		90		79

								   70～74歳		612		68		89		83		152		98		71		51		2.09						157		186		160		256		164		128		101

								   75～79歳		1,169		169		158		194		254		165		140		89		1.99						432		433		451		540		363		284		213

								   80～84歳		2,416		349		308		464		524		344		272		155		1.93						1036		964		1275		1326		845		695		463

								   85～89歳		2,630		405		319		498		529		417		298		164		1.94						1038		1102		1480		1677		1264		976		636

								   90歳以上		2,147		265		225		361		481		365		263		187		2.14						587		756		1098		1642		1429		1365		896







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		17,770		2,037		2,399		2,910		3,570		2,716		2,444		1,694		2.14

								   65～69歳		326		43		57		46		69		40		40		31		2.01

								   70～74歳		540		89		97		77		104		66		57		50		1.91

								   75～79歳		1,547		263		275		257		286		198		144		124		1.82

								   80～84歳		4,188		687		656		811		802		501		423		308		1.83

								   85～89歳		5,543		633		783		982		1,148		847		678		472		2.06

								   90歳以上		5,626		322		531		737		1,161		1,064		1,102		709		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		27,243		3,354		3,577		4,584		5,630		4,172		3,538		2,388		2.09

								認定者数全体		27,243		3,354		3,577		4,584		5,630		4,172		3,538		2,388		2.09







				r17



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		9,126		1,258		1,126		1,599		1,987		1,420		1,057		679		2.01

								   65～69歳		533		65		84		79		128		71		54		52		2.03						110		145		128		202		114		97		85

								   70～74歳		673		75		98		91		167		108		78		56		2.09						167		198		170		274		176		137		108

								   75～79歳		949		138		128		157		206		134		114		72		1.99						343		342		357		428		288		226		169

								   80～84歳		1,697		245		217		326		368		241		191		109		1.93						719		670		886		922		587		483		322

								   85～89歳		2,755		424		335		522		554		437		312		171		1.93						1067		1132		1520		1722		1298		1001		651

								   90歳以上		2,519		311		264		424		564		429		308		219		2.14						683		878		1275		1905		1658		1581		1038







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		17,136		1,831		2,239		2,737		3,466		2,701		2,468		1,694		2.20

								   65～69歳		348		45		61		49		74		43		43		33		2.02

								   70～74歳		557		92		100		79		107		68		59		52		1.91

								   75～79歳		1,204		205		214		200		222		154		112		97		1.82

								   80～84歳		2,892		474		453		560		554		346		292		213		1.83

								   85～89歳		5,636		643		797		998		1,168		861		689		480		2.06

								   90歳以上		6,499		372		614		851		1,341		1,229		1,273		819		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		26,262		3,089		3,365		4,336		5,453		4,121		3,525		2,373		2.13

								認定者数全体		26,262		3,089		3,365		4,336		5,453		4,121		3,525		2,373		2.13



				r22



						男				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		9,187		1,242		1,129		1,587		2,019		1,437		1,070		703		2.03

								   65～69歳		561		68		89		83		135		75		57		54		2.02						117		154		136		214		120		102		89

								   70～74歳		777		86		113		105		193		125		90		65		2.09						195		232		199		320		205		159		127

								   75～79歳		1,138		165		154		189		247		161		136		86		1.99						399		399		418		501		337		264		196

								   80～84歳		1,504		217		192		289		326		214		169		97		1.93						627		584		773		805		513		422		281

								   85～89歳		2,106		324		256		399		423		334		239		131		1.94						819		869		1168		1322		997		769		501

								   90歳以上		3,101		382		325		522		695		528		379		270		2.14						840		1080		1569		2346		2041		1945		1278







						女 オンナ				合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		17,245		1,755		2,189		2,676		3,489		2,776		2,591		1,769		2.24

								   65～69歳		371		49		65		53		79		45		45		35		2.00

								   70～74歳		660		109		119		94		127		80		69		62		1.91

								   75～79歳		1,376		234		245		229		254		176		128		110		1.82

								   80～84歳		2,501		410		392		484		479		299		253		184		1.83

								   85～89歳		4,339		495		613		769		899		663		530		370		2.06

								   90歳以上		7,998		458		755		1,047		1,651		1,513		1,566		1,008		2.58







						計 ケイ		総数		合計		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		平均介護度 ヘイキン カイゴ ド

								第1号被保険者		26,432		2,997		3,318		4,263		5,508		4,213		3,661		2,472		2.17

								認定者数全体		26,432		2,997		3,318		4,263		5,508		4,213		3,661		2,472		2.17





認定者

				年度 ネンド		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５

				平成30（2018）年 ヘイセイ ネン		2501		2825		3438		4218		2940		2471		1798		20,191

				令和元（2019）年 レイワ ガン ネン		2717		2998		3536		4386		3118		2607		1893		21,255

				令和2（2020）年 レイワ ネン		2765		2946		3594		4417		3183		2669		1840		21,414		基準 キジュン

				令和3（2021）年 レイワ ネン		2930		3119		3828		4698		3398		2853		1960		22,786		0

				令和4（2022）年 レイワ ネン		3035		3227		3984		4884		3542		2976		2041		23,689		903

				令和5（2023）年 レイワ ネン		3142		3336		4139		5070		3688		3101		2121		24,597		1,811

				令和6（2024）年 レイワ ネン		3245		3444		4296		5256		3833		3225		2203		25,502		2,716

				令和7（2025）年 レイワ ネン		3351		3553		4451		5443		3977		3351		2283		26,409		3,623

				令和12（2030）年 レイワ ネン		3354		3577		4584		5630		4172		3538		2388		27,243		4,457

				令和17（2035）年 レイワ ネン		3089		3365		4336		5453		4121		3525		2373		26,262		3,476

				令和22（2040）年 レイワ ネン		2997		3318		4263		5508		4213		3661		2472		26,432		3,646





				各年10月1日 カクネン ガツ ニチ

				1号被保険者のみの数字 ゴウ ヒホケンシャ スウジ

				ｈ30、ｒ1は実績 ジッセキ

				ｒ2~推計 スイケイ





認定率1

		区分 クブン		   65～69歳																						   70～74歳																						   75～79歳

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5

		2018年 ネン		33,200		118		156		154		196		128		94		90		936		4.6%		2.8%		31,196		237		281		287		421		243		188		170		1,827		9.0%		5.9%		26,452		513		543		528		643		439		348		238		3,252		16.1%		12.3%

		2019年 ネン		30,767		113		144		141		208		117		97		78		898		4.2%		2.9%		31,738		264		320		269		382		268		179		175		1,857		8.7%		5.9%		28,283		552		580		591		715		461		364		278		3,541		16.7%		12.5%

		2020年 ネン		28,343		107		141		124		195		110		94		82		853		4.0%		3.0%		33,305		254		299		256		407		260		204		163		1,843		8.6%		5.5%		28,603		558		560		580		692		466		363		274		3,493		16.3%		12.2%

		2021年 ネン		26,599		106		140		123		194		110		94		82		849		3.7%		3.2%		32,449		247		291		249		397		254		199		158		1,795		7.9%		5.5%		28,963		581		583		604		720		485		378		285		3,636		16.0%		12.6%

		2022年 ネン		25,914		104		137		121		190		107		91		80		830		3.5%		3.2%		30,861		234		276		237		377		241		189		151		1,705		7.2%		5.5%		29,528		591		593		615		734		494		385		291		3,703		15.6%		12.5%

		2023年 ネン		25,229		101		133		117		185		105		89		77		807		3.3%		3.2%		29,273		223		262		225		358		229		179		143		1,619		6.6%		5.5%		30,093		602		604		626		748		503		392		295		3,770		15.3%		12.5%

		2024年 ネン		24,544		99		130		115		180		101		86		75		786		3.1%		3.2%		27,685		210		248		212		339		217		169		135		1,530		6.0%		5.5%		30,658		612		614		638		762		512		400		301		3,839		15.1%		12.5%

		2025年 ネン		23,859		96		126		111		176		99		84		73		765		2.9%		3.2%		26,097		198		234		201		320		204		160		127		1,444		5.5%		5.5%		31,223		623		625		648		775		521		407		307		3,906		14.8%		12.5%

		2030年 ネン		28,056		104		136		120		189		107		90		79		825		3.0%		2.9%		22,892		157		186		160		256		164		128		101		1,152		4.2%		5.0%		23,983		432		433		451		540		363		284		213		2,716		10.0%		11.3%

		2035年 ネン		33,297		110		145		128		202		114		97		85		881		3.4%		2.6%		27,030		167		198		170		274		176		137		108		1,230		4.7%		4.6%		21,128		343		342		357		428		288		226		169		2,153		8.2%		10.2%

		2040年 ネン		35,871		117		154		136		214		120		102		89		932		3.5%		2.6%		32,199		195		232		199		320		205		159		127		1,437		5.4%		4.5%		25,066		399		399		418		501		337		264		196		2,514		9.5%		10.0%

		区分 クブン		   80～84歳																						   85～89歳																						   90歳以上

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5

		2018年 ネン		19,015		782		751		980		1,031		659		535		389		5,127		25.4%		27.0%		9,810		596		683		952		1,063		733		567		427		5,021		24.9%		51.2%		5,153		255		411		537		864		738		739		484		4,028		19.9%		78.2%

		2019年 ネン		19,547		817		776		981		1,064		650		552		385		5,225		24.6%		26.7%		10,587		696		732		1,002		1,119		783		630		459		5,421		25.5%		51.2%		5,575		275		446		552		898		839		785		518		4,313		20.3%		77.4%

		2020年 ネン		20,049		822		766		1,010		1,049		668		550		368		5,233		24.4%		26.1%		11,470		702		750		1,004		1,139		858		663		433		5,549		25.9%		48.4%		5,947		322		430		620		935		821		795		520		4,443		20.7%		74.7%

		2021年 ネン		21,439		878		819		1,079		1,120		713		588		393		5,590		24.5%		26.1%		12,653		758		809		1,084		1,229		926		716		467		5,989		26.3%		47.3%		6,766		360		477		689		1,038		910		878		575		4,927		21.6%		72.8%

		2022年 ネン		22,394		916		854		1,126		1,169		744		613		410		5,832		24.6%		26.0%		13,350		799		852		1,141		1,294		975		753		491		6,305		26.6%		47.2%		7,327		391		515		744		1,120		981		945		618		5,314		22.4%		72.5%

		2023年 ネン		23,349		954		889		1,172		1,218		776		639		427		6,075		24.7%		26.0%		14,047		840		895		1,199		1,359		1,024		791		516		6,624		26.9%		47.2%		7,888		422		553		800		1,202		1,051		1,011		663		5,702		23.2%		72.3%

		2024年 ネン		24,304		992		924		1,219		1,266		807		664		445		6,317		24.8%		26.0%		14,744		880		937		1,257		1,424		1,074		829		541		6,942		27.2%		47.1%		8,449		452		591		855		1,285		1,122		1,077		706		6,088		23.9%		72.1%

		2025年 ネン		25,259		1,030		959		1,266		1,316		837		690		461		6,559		24.8%		26.0%		15,441		921		980		1,314		1,490		1,123		867		565		7,260		27.5%		47.0%		9,010		483		629		911		1,366		1,193		1,143		750		6,475		24.5%		71.9%

		2030年 ネン		28,184		1,036		964		1,275		1,326		845		695		463		6,604		24.2%		23.4%		19,267		1,038		1,102		1,480		1,677		1,264		976		636		8,173		30.0%		42.4%		12,039		587		756		1,098		1,642		1,429		1,365		896		7,773		28.5%		64.6%

		2035年 ネン		21,771		719		670		886		922		587		483		322		4,589		17.5%		21.1%		22,025		1,067		1,132		1,520		1,722		1,298		1,001		651		8,391		32.0%		38.1%		15,555		683		878		1,275		1,905		1,658		1,581		1,038		9,018		34.3%		58.0%

		2040年 ネン		19,329		627		584		773		805		513		422		281		4,005		15.2%		20.7%		17,172		819		869		1,168		1,322		997		769		501		6,445		24.4%		37.5%		19,439		840		1,080		1,569		2,346		2,041		1,945		1,278		11,099		42.0%		57.1%



		区分 クブン		合計 ゴウケイ																								区分人数 クブン ニンズウ						区分構成比 クブン コウセイヒ

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ				要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ

						1		2		1		2		3		4		5										1-2		1-2		3-5		1-2		1-2		3-5

		2018年 ネン		124,826		2,501		2,825		3,438		4,218		2,940		2,471		1,798		20,191		16.2%						5,326		7,656		7,209		26.4%		37.9%		35.7%

		2019年 ネン		126,497		2,717		2,998		3,536		4,386		3,118		2,607		1,893		21,255		16.8%						5,715		7,922		7,618		26.9%		37.3%		35.8%

		2020年 ネン		127,717		2,765		2,946		3,594		4,417		3,183		2,669		1,840		21,414		16.8%						5,711		8,011		7,692		26.7%		37.4%		35.9%

		2021年 ネン		128,869		2,930		3,119		3,828		4,698		3,398		2,853		1,960		22,786		17.7%						6,049		8,526		8,211		26.5%		37.4%		36.0%

		2022年 ネン		129,374		3,035		3,227		3,984		4,884		3,542		2,976		2,041		23,689		18.3%						6,262		8,868		8,559		26.4%		37.4%		36.1%

		2023年 ネン		129,879		3,142		3,336		4,139		5,070		3,688		3,101		2,121		24,597		18.9%						6,478		9,209		8,910		26.3%		37.4%		36.2%

		2024年 ネン		130,384		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		25,502		19.6%						6,689		9,552		9,261		26.2%		37.5%		36.3%

		2025年 ネン		130,889		3,351		3,553		4,451		5,443		3,977		3,351		2,283		26,409		20.2%						6,904		9,894		9,611		26.1%		37.5%		36.4%

		2030年 ネン		134,421		3,354		3,577		4,584		5,630		4,172		3,538		2,388		27,243		20.3%						6,931		10,214		10,098		25.4%		37.5%		37.1%

		2035年 ネン		140,806		3,089		3,365		4,336		5,453		4,121		3,525		2,373		26,262		18.7%						6,454		9,789		10,019		24.6%		37.3%		38.2%

		2040年 ネン		149,076		2,997		3,318		4,263		5,508		4,213		3,661		2,472		26,432		17.7%						6,315		9,771		10,346		23.9%		37.0%		39.1%

		グラフ用 ヨウ

		区分 クブン		対象者 タイショウシャ		要支援1		要支援2		要介護1		要介護2		要介護3		要介護4		要介護5		小計 ショウケイ		認定率 ニンテイ リツ

		2018年 ネン		124,826		2,501		2,825		3,438		4,218		2,940		2,471		1,798		20,191		16.2%

		2019年 ネン		126,497		2,717		2,998		3,536		4,386		3,118		2,607		1,893		21,255		16.8%

		2020年 ネン		127,717		2,765		2,946		3,594		4,417		3,183		2,669		1,840		21,414		16.8%

		2021年 ネン		128,869		2,930		3,119		3,828		4,698		3,398		2,853		1,960		22,786		17.7%

		2022年 ネン		129,374		3,035		3,227		3,984		4,884		3,542		2,976		2,041		23,689		18.3%

		2023年 ネン		129,879		3,142		3,336		4,139		5,070		3,688		3,101		2,121		24,597		18.9%

		2024年 ネン		130,384		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		25,502		19.6%

		2025年 ネン		130,889		3,351		3,553		4,451		5,443		3,977		3,351		2,283		26,409		20.2%

		2030年 ネン		134,421		3,354		3,577		4,584		5,630		4,172		3,538		2,388		27,243		20.3%

		2035年 ネン		140,806		3,089		3,365		4,336		5,453		4,121		3,525		2,373		26,262		18.7%

		2040年 ネン		149,076		2,997		3,318		4,263		5,508		4,213		3,661		2,472		26,432		17.7%





認定率ｇ



認定者数、認定率



要支援1	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	2501	2717	2765	2930	3035	3142	3245	3351	3354	3089	2997	要支援2	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	2825	2998	2946	3119	3227	3336	3444	3553	3577	3365	3318	要介護1	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	3438	3536	3594	3828	3984	4139	4296	4451	4584	4336	4263	要介護2	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	4218	4386	4417	4698	4884	5070	5256	5443	5630	5453	5508	要介護3	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	2940	3118	3183	3398	3542	3688	3833	3977	4172	4121	4213	要介護4	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	2471	2607	2669	2853	2976	3101	3225	3351	3538	3525	3661	要介護5	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	1798	1893	1840	1960	2041	2121	2203	2283	2388	2373	2472	認定率	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.16175316039927579	0.16802770026166627	0.16766757753470563	0.17681521545134982	0.18310479694529039	0.18938396507518537	0.1955914836176218	0.20176638220171289	0.20266922579061308	0.1865119384117154	0.17730553543159194	









(20,191)

(21,255)

(21,414)

(22,786)

(23,689)

(24,597)

(25,502)

(26,409)

(27,243)

(26,262)

(26,432)

5,829増



認定率2

		区分 クブン		   65～69歳																						   70～74歳																						   75～79歳

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5												65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-				認定率 ニンテイ リツ

		2018年 ネン		33,200		118		156		154		196		128		94		90		936		4.6%		2.8%		31,196		237		281		287		421		243		188		170		1,827		9.0%		5.9%		26,452		513		543		528		643		439		348		238		3,252		16.1%		12.3%				2018年 ネン		936		1,827		3,252		5,127		5,021		4,028				16.2%

		2019年 ネン		30,767		113		144		141		208		117		97		78		898		4.2%		2.9%		31,738		264		320		269		382		268		179		175		1,857		8.7%		5.9%		28,283		552		580		591		715		461		364		278		3,541		16.7%		12.5%				2019年 ネン		898		1,857		3,541		5,225		5,421		4,313				17.0%

		2020年 ネン		28,343		107		141		124		195		110		94		82		853		4.0%		3.0%		33,305		254		299		256		407		260		204		163		1,843		8.6%		5.5%		28,603		558		560		580		692		466		363		274		3,493		16.3%		12.2%				2020年 ネン		853		1,843		3,493		5,233		5,549		4,443				16.8%

		2021年 ネン		26,599		106		140		123		194		110		94		82		849		3.7%		3.2%		32,449		247		291		249		397		254		199		158		1,795		7.9%		5.5%		28,963		581		583		604		720		485		378		285		3,636		16.0%		12.6%				2021年 ネン		849		1,795		3,636		5,590		5,989		4,927				17.5%

		2022年 ネン		25,914		104		137		121		190		107		91		80		830		3.5%		3.2%		30,861		234		276		237		377		241		189		151		1,705		7.2%		5.5%		29,528		591		593		615		734		494		385		291		3,703		15.6%		12.5%				2022年 ネン		830		1,705		3,703		5,832		6,305		5,314				18.3%

		2023年 ネン		25,229		101		133		117		185		105		89		77		807		3.3%		3.2%		29,273		223		262		225		358		229		179		143		1,619		6.6%		5.5%		30,093		602		604		626		748		503		392		295		3,770		15.3%		12.5%				2023年 ネン		807		1,619		3,770		6,075		6,624		5,702				18.8%

		2024年 ネン		24,544		99		130		115		180		101		86		75		786		3.1%		3.2%		27,685		210		248		212		339		217		169		135		1,530		6.0%		5.5%		30,658		612		614		638		762		512		400		301		3,839		15.1%		12.5%				2024年 ネン		786		1,530		3,839		6,317		6,942		6,088				19.4%

		2025年 ネン		23,859		96		126		111		176		99		84		73		765		2.9%		3.2%		26,097		198		234		201		320		204		160		127		1,444		5.5%		5.5%		31,223		623		625		648		775		521		407		307		3,906		14.8%		12.5%				2025年 ネン		765		1,444		3,906		6,559		7,260		6,475				20.1%

		2030年 ネン		28,056																						22,892																						23,983																								2030年 ネン														27,243		20.1%

		2035年 ネン		33,297																						27,030																						21,128																								2035年 ネン														26,262		18.7%

		2040年 ネン		35,871																						32,199																						25,066																								2040年 ネン														26,432		17.7%

		区分 クブン		   80～84歳																						   85～89歳																						   90歳以上

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5

		2018年 ネン		19,015		782		751		980		1,031		659		535		389		5,127		25.4%		27.0%		9,810		596		683		952		1,063		733		567		427		5,021		24.9%		51.2%		5,153		255		411		537		864		738		739		484		4,028		19.9%		78.2%

		2019年 ネン		19,547		817		776		981		1,064		650		552		385		5,225		24.6%		26.7%		10,587		696		732		1,002		1,119		783		630		459		5,421		25.5%		51.2%		4,462		275		446		552		898		839		785		518		4,313		20.3%		96.7%

		2020年 ネン		20,049		822		766		1,010		1,049		668		550		368		5,233		24.4%		26.1%		11,470		702		750		1,004		1,139		858		663		433		5,549		25.9%		48.4%		5,604		322		430		620		935		821		795		520		4,443		20.7%		79.3%

		2021年 ネン		21,439		878		819		1,079		1,120		713		588		393		5,590		24.5%		26.1%		12,653		758		809		1,084		1,229		926		716		467		5,989		26.3%		47.3%		8,091		360		477		689		1,038		910		878		575		4,927		21.6%		60.9%

		2022年 ネン		22,394		916		854		1,126		1,169		744		613		410		5,832		24.6%		26.0%		13,350		799		852		1,141		1,294		975		753		491		6,305		26.6%		47.2%		7,554		391		515		744		1,120		981		945		618		5,314		22.4%		70.3%

		2023年 ネン		23,349		954		889		1,172		1,218		776		639		427		6,075		24.7%		26.0%		14,047		840		895		1,199		1,359		1,024		791		516		6,624		26.9%		47.2%		8,986		422		553		800		1,202		1,051		1,011		663		5,702		23.2%		63.5%

		2024年 ネン		24,304		992		924		1,219		1,266		807		664		445		6,317		24.8%		26.0%		14,744		880		937		1,257		1,424		1,074		829		541		6,942		27.2%		47.1%		9,812		452		591		855		1,285		1,122		1,077		706		6,088		23.9%		62.0%

		2025年 ネン		25,259		1,030		959		1,266		1,316		837		690		461		6,559		24.8%		26.0%		15,441		921		980		1,314		1,490		1,123		867		565		7,260		27.5%		47.0%		9,246		483		629		911		1,366		1,193		1,143		750		6,475		24.5%		70.0%

		2030年 ネン		28,184																						19,267																						13,166

		2035年 ネン		21,771																						22,025																						15,555

		2040年 ネン		19,329																						17,172																						19,439



		区分 クブン		合計 ゴウケイ																								区分人数 クブン ニンズウ						区分構成比 クブン コウセイヒ

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ				要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ

						1		2		1		2		3		4		5										1-2		1-2		3-5		1-2		1-2		3-5

		2018年 ネン		124,826		2,501		2,825		3,438		4,218		2,940		2,471		1,798		20,191		16.2%						5,326		7,656		7,209		26.4%		37.9%		35.7%

		2019年 ネン		125,384		2,717		2,998		3,536		4,386		3,118		2,607		1,893		21,255		17.0%						5,715		7,922		7,618		26.9%		37.3%		35.8%

		2020年 ネン		127,374		2,765		2,946		3,594		4,417		3,183		2,669		1,840		21,414		16.8%						5,711		8,011		7,692		26.7%		37.4%		35.9%

		2021年 ネン		130,194		2,930		3,119		3,828		4,698		3,398		2,853		1,960		22,786		17.5%						6,049		8,526		8,211		26.5%		37.4%		36.0%

		2022年 ネン		129,601		3,035		3,227		3,984		4,884		3,542		2,976		2,041		23,689		18.3%						6,262		8,868		8,559		26.4%		37.4%		36.1%

		2023年 ネン		130,977		3,142		3,336		4,139		5,070		3,688		3,101		2,121		24,597		18.8%						6,478		9,209		8,910		26.3%		37.4%		36.2%

		2024年 ネン		131,747		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		25,502		19.4%						6,689		9,552		9,261		26.2%		37.5%		36.3%

		2025年 ネン		131,125		3,351		3,553		4,451		5,443		3,977		3,351		2,283		26,409		20.1%						6,904		9,894		9,611		26.1%		37.5%		36.4%

		2030年 ネン		135,548																27,243		20.1%

		2035年 ネン		140,806																26,262		18.7%

		2040年 ネン		149,076																26,432		17.7%





認定率2ｇ



５歳階層認定



65-69	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	936	898	853	849	830	807	786	765	70-74	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	1827	1857	1843	1795	1705	1619	1530	1444	75-79	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	3252	3541	3493	3636	3703	3770	3839	3906	80-84	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	5127	5225	5233	5590	5832	6075	6317	6559	85-89	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	5021	5421	5549	5989	6305	6624	6942	7260	90-	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	4028	4313	4443	4927	5314	5702	6088	6475	

2018年	2019年	2020年	202	1年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	27243	26262	26432	認定率	

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.16175316039927579	0.16951923690423021	0.16811908238730039	0.17501574573329032	0.18278408345614616	0.18779633065347351	0.19356797498235254	0.20140324118207817	0.20098415321509724	0.1865119384117154	0.17730553543159194	











認定率3

		区分 クブン		   65～69歳																						   70～74歳																						   75～79歳

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5												65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-				認定率 ニンテイ リツ								65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-		合計 ゴウケイ

		2018年 ネン		33,200		118		156		154		196		128		94		90		936		4.6%		2.8%		31,196		237		281		287		421		243		188		170		1,827		9.0%		5.9%		26,452		513		543		528		643		439		348		238		3,252		16.1%		12.3%				2018年 ネン		936		1,827		3,252		5,127		5,021		4,028				16.2%						2018年 ネン		2.8%		5.9%		12.3%		27.0%		51.2%		78.2%		16.2%

		2019年 ネン		30,767		113		144		141		208		117		97		78		898		4.2%		2.9%		31,738		264		320		269		382		268		179		175		1,857		8.7%		5.9%		28,283		552		580		591		715		461		364		278		3,541		16.7%		12.5%				2019年 ネン		898		1,857		3,541		5,225		5,421		4,313				16.8%						2019年 ネン		2.9%		5.9%		12.5%		26.7%		51.2%		77.4%		16.8%

		2020年 ネン		28,343		107		141		124		195		110		94		82		853		4.0%		3.0%		33,305		254		299		256		407		260		204		163		1,843		8.6%		5.5%		28,603		558		560		580		692		466		363		274		3,493		16.3%		12.2%				2020年 ネン		853		1,843		3,493		5,233		5,549		4,443				16.8%						2020年 ネン		3.0%		5.5%		12.2%		26.1%		48.4%		79.3%		16.8%

		2021年 ネン		26,599		106		140		123		194		110		94		82		849		3.7%		3.2%		32,449		247		291		249		397		254		199		158		1,795		7.9%		5.5%		28,963		581		583		604		720		485		378		285		3,636		16.0%		12.6%				2021年 ネン		849		1,795		3,636		5,590		5,989		4,927				17.5%						2021年 ネン		3.2%		5.5%		12.6%		26.1%		47.3%		60.9%		17.5%

		2022年 ネン		25,914		104		137		121		190		107		91		80		830		3.5%		3.2%		30,861		234		276		237		377		241		189		151		1,705		7.2%		5.5%		29,528		591		593		615		734		494		385		291		3,703		15.6%		12.5%				2022年 ネン		830		1,705		3,703		5,832		6,305		5,314				18.3%						2022年 ネン		3.2%		5.5%		12.5%		26.0%		47.2%		70.3%		18.3%

		2023年 ネン		25,229		101		133		117		185		105		89		77		807		3.3%		3.2%		29,273		223		262		225		358		229		179		143		1,619		6.6%		5.5%		30,093		602		604		626		748		503		392		295		3,770		15.3%		12.5%				2023年 ネン		807		1,619		3,770		6,075		6,624		5,702				18.8%						2023年 ネン		3.2%		5.5%		12.5%		26.0%		47.2%		63.5%		18.8%

		2024年 ネン		24,544		99		130		115		180		101		86		75		786		3.1%		3.2%		27,685		210		248		212		339		217		169		135		1,530		6.0%		5.5%		30,658		612		614		638		762		512		400		301		3,839		15.1%		12.5%				2024年 ネン		786		1,530		3,839		6,317		6,942		6,088				19.4%						2024年 ネン		3.2%		5.5%		12.5%		26.0%		47.1%		62.0%		19.4%

		2025年 ネン		23,859		96		126		111		176		99		84		73		765		2.9%		3.2%		26,097		198		234		201		320		204		160		127		1,444		5.5%		5.5%		31,223		623		625		648		775		521		407		307		3,906		14.8%		12.5%				2025年 ネン		765		1,444		3,906		6,559		7,260		6,475				20.1%						2025年 ネン		3.2%		5.5%		12.5%		26.0%		47.0%		70.0%		20.1%

		2030年 ネン		28,056																						22,892																						23,983																								2030年 ネン														27,243		20.1%						2030年 ネン														20.1%

		2035年 ネン		33,297																						27,030																						21,128																								2035年 ネン														26,262		18.7%						2035年 ネン														18.7%

		2040年 ネン		35,871																						32,199																						25,066																								2040年 ネン														26,432		17.7%						2040年 ネン														17.7%

		区分 クブン		   80～84歳																						   85～89歳																						   90歳以上

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ		対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		構成比 コウセイ ヒ		認定率 ニンテイ リツ

						1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5										1		2		1		2		3		4		5

		2018年 ネン		19,015		782		751		980		1,031		659		535		389		5,127		25.4%		27.0%		9,810		596		683		952		1,063		733		567		427		5,021		24.9%		51.2%		5,153		255		411		537		864		738		739		484		4,028		19.9%		78.2%

		2019年 ネン		19,547		817		776		981		1,064		650		552		385		5,225		24.6%		26.7%		10,587		696		732		1,002		1,119		783		630		459		5,421		25.5%		51.2%		5,575		275		446		552		898		839		785		518		4,313		20.3%		77.4%

		2020年 ネン		20,049		822		766		1,010		1,049		668		550		368		5,233		24.4%		26.1%		11,470		702		750		1,004		1,139		858		663		433		5,549		25.9%		48.4%		5,604		322		430		620		935		821		795		520		4,443		20.7%		79.3%

		2021年 ネン		21,439		878		819		1,079		1,120		713		588		393		5,590		24.5%		26.1%		12,653		758		809		1,084		1,229		926		716		467		5,989		26.3%		47.3%		8,091		360		477		689		1,038		910		878		575		4,927		21.6%		60.9%

		2022年 ネン		22,394		916		854		1,126		1,169		744		613		410		5,832		24.6%		26.0%		13,350		799		852		1,141		1,294		975		753		491		6,305		26.6%		47.2%		7,554		391		515		744		1,120		981		945		618		5,314		22.4%		70.3%

		2023年 ネン		23,349		954		889		1,172		1,218		776		639		427		6,075		24.7%		26.0%		14,047		840		895		1,199		1,359		1,024		791		516		6,624		26.9%		47.2%		8,986		422		553		800		1,202		1,051		1,011		663		5,702		23.2%		63.5%

		2024年 ネン		24,304		992		924		1,219		1,266		807		664		445		6,317		24.8%		26.0%		14,744		880		937		1,257		1,424		1,074		829		541		6,942		27.2%		47.1%		9,812		452		591		855		1,285		1,122		1,077		706		6,088		23.9%		62.0%

		2025年 ネン		25,259		1,030		959		1,266		1,316		837		690		461		6,559		24.8%		26.0%		15,441		921		980		1,314		1,490		1,123		867		565		7,260		27.5%		47.0%		9,246		483		629		911		1,366		1,193		1,143		750		6,475		24.5%		70.0%

		2030年 ネン		28,184																						19,267																						13,166

		2035年 ネン		21,771																						22,025																						15,555

		2040年 ネン		19,329																						17,172																						19,439



		区分 クブン		合計 ゴウケイ																								区分人数 クブン ニンズウ						区分構成比 クブン コウセイヒ

				対象者 タイショウシャ		要支援				要介護										小計 ショウケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ				要支援 ヨウシエン		要介護 ヨウ カイゴ

						1		2		1		2		3		4		5										1-2		1-2		3-5		1-2		1-2		3-5

		2018年 ネン		124,826		2,501		2,825		3,438		4,218		2,940		2,471		1,798		20,191		16.2%						5,326		7,656		7,209		26.4%		37.9%		35.7%

		2019年 ネン		126,497		2,717		2,998		3,536		4,386		3,118		2,607		1,893		21,255		16.8%						5,715		7,922		7,618		26.9%		37.3%		35.8%

		2020年 ネン		127,374		2,765		2,946		3,594		4,417		3,183		2,669		1,840		21,414		16.8%						5,711		8,011		7,692		26.7%		37.4%		35.9%

		2021年 ネン		130,194		2,930		3,119		3,828		4,698		3,398		2,853		1,960		22,786		17.5%						6,049		8,526		8,211		26.5%		37.4%		36.0%

		2022年 ネン		129,601		3,035		3,227		3,984		4,884		3,542		2,976		2,041		23,689		18.3%						6,262		8,868		8,559		26.4%		37.4%		36.1%

		2023年 ネン		130,977		3,142		3,336		4,139		5,070		3,688		3,101		2,121		24,597		18.8%						6,478		9,209		8,910		26.3%		37.4%		36.2%

		2024年 ネン		131,747		3,245		3,444		4,296		5,256		3,833		3,225		2,203		25,502		19.4%						6,689		9,552		9,261		26.2%		37.5%		36.3%

		2025年 ネン		131,125		3,351		3,553		4,451		5,443		3,977		3,351		2,283		26,409		20.1%						6,904		9,894		9,611		26.1%		37.5%		36.4%

		2030年 ネン		135,548																27,243		20.1%

		2035年 ネン		140,806																26,262		18.7%

		2040年 ネン		149,076																26,432		17.7%





認定率3ｇ



５歳階層別認定率



65-69	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	2.8192771084337348E-2	2.918711606591478E-2	3.009561443742723E-2	3.1918493176435206E-2	3.202901906305472E-2	3.1986999088350711E-2	3.2024119947848761E-2	3.206337231233497E-2	70-74	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	5.8565200666752144E-2	5.8510303106685993E-2	5.5337036481008857E-2	5.5317575271965236E-2	5.5247723664171605E-2	5.5306938134116766E-2	5.5264583709590032E-2	5.5332030501590218E-2	75-79	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.12293966429759565	0.12519888272106919	0.12212005733664301	0.12553948140731278	0.12540639393118397	0.12527830392450071	0.12522017091786811	0.12510008647471416	80-84	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.2696292400736261	0.26730444569499157	0.26101	052421567161	0.26073977331032233	0.26042690006251673	0.26018244892714892	0.25991606319947336	0.25966982065798327	85-89	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.51182466870540266	0.51204307169169738	0.48378378378378378	0.473326483837825	0.47228464419475658	0.47155976365060154	0.47083559413998916	0.47017680202059453	90-	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.78168057442266636	0.77363228699551567	0.79282655246252676	0.60894821406501054	0.70346836113317446	0.63454262185622079	0.62046473705666527	0.700302833657798	合計	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2030年	2035年	2040年	0.16175316039927579	0.16802770026166627	0.16811908238730039	0.17501574573329032	0.18278408345614616	0.18779633065347351	0.19356797498235254	0.20140324118207817	0.20098415321509724	0.1865119384117154	0.17730553543159194	
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新規認定時の介護度
2019/3 2020/3

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

65-69 526 35 24 18 19 22 17 14 149 28.3% 491 28 28 32 30 19 16 13 166 33.8%

70-74 886 46 52 59 40 38 32 23 290 32.7% 941 63 38 55 46 46 32 31 311 33.0%

75-79 1,378 115 74 97 64 40 46 32 468 34.0% 1,430 109 71 93 62 50 53 31 469 32.8%

80-84 1,808 130 83 137 81 41 50 40 562 31.1% 1,822 158 109 127 80 49 64 38 625 34.3%

85-89 1,615 131 78 140 63 30 34 25 501 31.0% 1,716 142 66 100 64 35 51 33 491 28.6%

90- 946 57 45 70 43 19 20 15 269 28.4% 1,031 53 38 43 27 13 17 15 206 20.0%

計 7,159 514 356 521 310 190 199 149 2,239 31.3% 7,431 553 350 450 309 212 233 161 2,268 30.5%

23.0% 15.9% 23.3% 13.8% 8.5% 8.9% 6.7% 24.4% 15.4% 19.8% 13.6% 9.3% 10.3% 7.1%

65-69 413 25 21 18 13 17 9 9 112 27.1% 367 22 21 17 23 11 8 11 113 30.8%

70-74 883 57 58 37 30 18 10 11 221 25.0% 909 66 56 54 35 27 37 28 303 33.3%

75-79 2,014 176 118 113 67 36 27 25 562 27.9% 2,077 178 122 139 61 40 37 29 606 29.2%

80-84 3,309 218 157 182 76 41 40 25 739 22.3% 3,415 247 151 188 84 46 31 34 781 22.9%

85-89 3,625 185 138 178 80 55 37 18 691 19.1% 3,828 178 101 134 85 36 38 27 599 15.6%

90- 3,283 74 86 79 58 41 43 31 412 12.5% 3,420 60 53 64 27 24 30 26 284 8.3%

計 13,527 735 578 607 324 208 166 119 2,737 20.2% 14,016 751 504 596 315 184 181 155 2,686 19.2%

26.9% 21.1% 22.2% 11.8% 7.6% 6.1% 4.3% 28.0% 18.8% 22.2% 11.7% 6.9% 6.7% 5.8%

65-69 939 60 45 36 32 39 26 23 261 27.8% 858 50 49 49 53 30 24 24 279 32.5%

70-74 1,769 103 110 96 70 56 42 34 511 28.9% 1,850 129 94 109 81 73 69 59 614 33.2%

75-79 3,392 291 192 210 131 76 73 57 1,030 30.4% 3,507 287 193 232 123 90 90 60 1,075 30.7%

80-84 5,117 348 240 319 157 82 90 65 1,301 25.4% 5,237 405 260 315 164 95 95 72 1,406 26.8%

85-89 5,240 316 216 318 143 85 71 43 1,192 22.7% 5,544 320 167 234 149 71 89 60 1,090 19.7%

90- 4,229 131 131 149 101 60 63 46 681 16.1% 4,451 113 91 107 54 37 47 41 490 11.0%

計 20,686 1,249 934 1,128 634 398 365 268 4,976 24.1% 21,447 1,304 854 1,046 624 396 414 316 4,954 23.1%

25.1% 18.8% 22.7% 12.7% 8.0% 7.3% 5.4% 26.3% 17.2% 21.1% 12.6% 8.0% 8.4% 6.4%構成比

計

構成比

計

女
性

男
性

構成比

構成比

新規率

構成比

男
性

女
性

構成比

性
別

性
別

認定者
新規認定者（2019/4-2020/3）新規認定者（2018/4-2019/3）

認定者 新規率年齢
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新規認定時の主病名
2019/4-2020/3

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 計 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 計 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 計

脳血管疾患 45 79 102 109 71 24 430 34 51 52 60 47 11 255 11 28 50 49 24 13 175
心疾患 12 19 30 60 59 34 214 8 14 18 32 29 15 116 4 5 12 28 30 19 98
悪性新生物 71 133 154 163 97 23 641 47 75 91 116 71 13 413 24 58 63 47 26 10 228
呼吸器疾患 6 18 26 41 31 14 136 5 16 15 25 23 12 96 1 2 11 16 8 2 40
関節疾患 19 53 122 188 121 51 554 8 15 34 54 46 23 180 11 38 88 134 75 28 374
認知症 23 49 145 188 129 42 576 13 24 52 69 56 14 228 10 25 93 119 73 28 348
パーキンソン病 5 20 23 21 9 0 78 3 12 15 11 4 0 45 2 8 8 10 5 0 33
糖尿病 5 9 29 24 23 6 96 4 5 17 12 14 4 56 1 4 12 12 9 2 40
視覚・聴覚障害 3 2 3 5 8 2 23 2 1 1 1 4 1 10 1 1 2 4 4 1 13
骨折・転倒 22 56 112 128 111 33 462 4 10 34 39 28 14 129 18 46 78 89 83 19 333
脊髄損傷 4 1 6 4 3 0 18 3 1 3 3 3 0 13 1 0 3 1 0 0 5
高齢による衰弱 5 3 28 37 31 22 126 2 3 15 17 14 10 61 3 0 13 20 17 12 65
その他 47 90 136 177 131 64 645 26 44 61 82 60 33 306 21 46 75 95 71 31 339
総計 267 532 916 1,145 824 315 3,999 159 271 408 521 399 150 1,908 108 261 508 624 425 165 2,091

区分
計 男性 女性


ｈ30.31

		要介護認定者数（Ｈ31/3） ヨウ カイゴ ニンテイ シャ スウ																										ｈ30.4～ｈ31.3

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		14,632		61		84		71		121		87		49		53		526		3.6%				35		24		18		19		22		17		14		149		28%		1.0%

				70-74		14,830		105		150		127		209		116		108		71		886		6.0%				46		52		59		40		38		32		23		290		33%		2.0%

				75-79		12,649		198		185		217		311		209		144		114		1,378		10.9%				115		74		97		64		40		46		32		468		34%		3.7%

				80-84		8,495		241		244		371		416		240		190		106		1,808		21.3%				130		83		137		81		41		50		40		562		31%		6.6%

				85-89		4,119		236		217		316		323		231		183		109		1,615		39.2%				131		78		140		63		30		34		25		501		31%		12.2%

				90-		1,454		101		106		160		217		168		112		82		946		65.1%				57		45		70		43		19		20		15		269		28%		18.5%

				計 ケイ		56,179		942		986		1,262		1,597		1,051		786		535		7,159		12.7%				514		356		521		310		190		199		149		2239		31%		4.0%

		女 オンナ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		16,135		61		74		73		78		45		53		29		413		2.6%				25		21		18		13		17		9		9		112		27%		0.7%

				70-74		16,908		138		171		128		171		111		76		88		883		5.2%				57		58		37		30		18		10		11		221		25%		1.3%

				75-79		15,634		351		369		350		364		234		196		150		2,014		12.9%				176		118		113		67		36		27		25		562		28%		3.6%

				80-84		11,052		549		533		602		626		410		332		257		3,309		29.9%				218		157		182		76		41		40		25		739		22%		6.7%

				85-89		6,468		398		516		667		770		538		408		328		3,625		56.0%				185		138		178		80		55		37		18		691		19%		10.7%

				90-		4,121		192		315		399		688		648		623		418		3,283		79.7%				74		86		79		58		41		43		31		412		13%		10.0%

				計 ケイ		70,318		1,689		1,978		2,219		2,697		1,986		1,688		1,270		13,527		19.2%				735		578		607		324		208		166		119		2737		20%		3.9%

		計 ケイ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		30,767		122		158		144		199		132		102		82		939		3.1%				60		45		36		32		39		26		23		261		28%		0.8%

				70-74		31,738		243		321		255		380		227		184		159		1,769		5.6%				103		110		96		70		56		42		34		511		29%		1.6%

				75-79		28,283		549		554		567		675		443		340		264		3,392		12.0%				291		192		210		131		76		73		57		1030		30%		3.6%

				80-84		19,547		790		777		973		1,042		650		522		363		5,117		26.2%				348		240		319		157		82		90		65		1301		25%		6.7%

				85-89		10,587		634		733		983		1,093		769		591		437		5,240		49.5%				316		216		318		143		85		71		43		1192		23%		11.3%

				90-		5,575		293		421		559		905		816		735		500		4,229		75.9%				131		131		149		101		60		63		46		681		16%		12.2%

				計 ケイ		126,497		2,631		2,964		3,481		4,294		3,037		2,474		1,805		20,686		16.4%				1,249		934		1,128		634		398		365		268		4976		24%		3.9%

		要介護認定者数（Ｒ2/3） ヨウ カイゴ ニンテイ シャ スウ																										ｈ31.4～r2.3

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		13,546		60		75		74		117		70		48		47		491		3.6%				28		28		32		30		19		16		13		166		34%		1.2%

				70-74		15,600		108		138		126		232		149		108		80		941		6.0%				63		38		55		46		46		32		31		311		33%		2.0%

				75-79		12,729		207		193		238		309		199		173		111		1,430		11.2%				109		71		93		62		50		53		31		469		33%		3.7%

				80-84		8,631		258		229		340		405		254		216		120		1,822		21.1%				158		109		127		80		49		64		38		625		34%		7.2%

				85-89		4,424		269		212		321		355		257		191		111		1,716		38.8%				142		66		100		64		35		51		33		491		29%		11.1%

				90-		1,624		126		114		171		229		176		122		93		1,031		63.5%				53		38		43		27		13		17		15		206		20%		12.7%

				計 ケイ		56,554		1,028		961		1,270		1,647		1,105		858		562		7,431		13.1%				553		350		450		309		212		233		161		2268		31%		4.0%



		女 オンナ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		14,797		44		61		52		84		46		45		35		367		2.5%				22		21		17		23		11		8		11		113		31%		0.8%

				70-74		17,705		149		161		136		172		112		97		82		909		5.1%				66		56		54		35		27		37		28		303		33%		1.7%

				75-79		15,874		355		372		348		380		254		206		162		2,077		13.1%				178		122		139		61		40		37		29		606		29%		3.8%

				80-84		11,418		567		539		656		658		406		342		247		3,415		29.9%				247		151		188		84		46		31		34		781		23%		6.8%

				85-89		7,046		451		532		691		784		576		457		337		3,828		54.3%				178		101		134		85		36		38		27		599		16%		8.5%

				90-		4,323		199		323		435		708		638		673		444		3,420		79.1%				60		53		64		27		24		30		26		284		8%		6.6%

				計 ケイ		71,163		1,765		1,988		2,318		2,786		2,032		1,820		1,307		14,016		19.7%				751		504		596		315		184		181		155		2686		19%		3.8%



		計 ケイ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		28,343		104		136		126		201		116		93		82		858		3.0%				50		49		49		53		30		24		24		279		33%		1.0%

				70-74		33,305		257		299		262		404		261		205		162		1,850		5.6%				129		94		109		81		73		69		59		614		33%		1.8%

				75-79		28,603		562		565		586		689		453		379		273		3,507		12.3%				287		193		232		123		90		90		60		1075		31%		3.8%

				80-84		20,049		825		768		996		1,063		660		558		367		5,237		26.1%				405		260		315		164		95		95		72		1406		27%		7.0%

				85-89		11,470		720		744		1,012		1,139		833		648		448		5,544		48.3%				320		167		234		149		71		89		60		1090		20%		9.5%

				90-		5,947		325		437		606		937		814		795		537		4,451		74.8%				113		91		107		54		37		47		41		490		11%		8.2%

				計 ケイ		127,717		2,793		2,949		3,588		4,433		3,137		2,678		1,869		21,447		16.8%				1,304		854		1,046		624		396		414		316		4954		23%		3.9%

		人口：年齢階層別人口統計表（公開情報） ジンコウ ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイヒョウ コウカイ ジョウホウ

		認定者：介護保険事業状況報告（公開情報） ニンテイシャ カイゴ ホケン ジギョウ ジョウキョウ ホウコク コウカイ ジョウホウ

		新規認定者：独自集計（未公開） シンキ ニンテイシャ ドクジ シュウケイ ミ コウカイ
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ｈ30.31 (2)

		2019/3																																														2020/3

		性別 セイベツ		年齢 ネンレイ																		認定者 ニンテイ シャ						新規認定者（2018/4-2019/3） シンキ ニンテイ シャ																新規率 シンキ リツ				性別 セイベツ		年齢 ネンレイ																		認定者 ニンテイ シャ						新規認定者（2019/4-2020/3） シンキ ニンテイ シャ																新規率 シンキ リツ

						人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ				認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ										人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ				認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ

		男性 ダンセイ		65-69		14,632		61		84		71		121		87		49		53		526		3.6%				35		24		18		19		22		17		14		149		28.3%				男性 ダンセイ		65-69		14,632		61		84		71		121		87		49		53		491		3.4%				28		28		32		30		19		16		13		166		33.8%

				70-74		14,830		105		150		127		209		116		108		71		886		6.0%				46		52		59		40		38		32		23		290		32.7%						70-74		14,830		105		150		127		209		116		108		71		941		6.3%				63		38		55		46		46		32		31		311		33.0%

				75-79		12,649		198		185		217		311		209		144		114		1,378		10.9%				115		74		97		64		40		46		32		468		34.0%						75-79		12,649		198		185		217		311		209		144		114		1,430		11.3%				109		71		93		62		50		53		31		469		32.8%

				80-84		8,495		241		244		371		416		240		190		106		1,808		21.3%				130		83		137		81		41		50		40		562		31.1%						80-84		8,495		241		244		371		416		240		190		106		1,822		21.4%				158		109		127		80		49		64		38		625		34.3%

				85-89		4,119		236		217		316		323		231		183		109		1,615		39.2%				131		78		140		63		30		34		25		501		31.0%						85-89		4,119		236		217		316		323		231		183		109		1,716		41.7%				142		66		100		64		35		51		33		491		28.6%

				90-		1,454		101		106		160		217		168		112		82		946		65.1%				57		45		70		43		19		20		15		269		28.4%						90-		1,454		101		106		160		217		168		112		82		1,031		70.9%				53		38		43		27		13		17		15		206		20.0%

				計 ケイ		56,179		942		986		1,262		1,597		1,051		786		535		7,159		12.7%				514		356		521		310		190		199		149		2,239		31.3%						計 ケイ		56,179		942		986		1,262		1,597		1,051		786		535		7,431		13.2%				553		350		450		309		212		233		161		2,268		30.5%

				構成比 コウセイ ヒ																								23.0%		15.9%		23.3%		13.8%		8.5%		8.9%		6.7%										構成比 コウセイ ヒ																								24.4%		15.4%		19.8%		13.6%		9.3%		10.3%		7.1%

		女性 ジョセイ		65-69		16,135		61		74		73		78		45		53		29		413		2.6%				25		21		18		13		17		9		9		112		27.1%				女性 ジョセイ		65-69		16,135		61		74		73		78		45		53		29		367		2.3%				22		21		17		23		11		8		11		113		30.8%

				70-74		16,908		138		171		128		171		111		76		88		883		5.2%				57		58		37		30		18		10		11		221		25.0%						70-74		16,908		138		171		128		171		111		76		88		909		5.4%				66		56		54		35		27		37		28		303		33.3%

				75-79		15,634		351		369		350		364		234		196		150		2,014		12.9%				176		118		113		67		36		27		25		562		27.9%						75-79		15,634		351		369		350		364		234		196		150		2,077		13.3%				178		122		139		61		40		37		29		606		29.2%

				80-84		11,052		549		533		602		626		410		332		257		3,309		29.9%				218		157		182		76		41		40		25		739		22.3%						80-84		11,052		549		533		602		626		410		332		257		3,415		30.9%				247		151		188		84		46		31		34		781		22.9%

				85-89		6,468		398		516		667		770		538		408		328		3,625		56.0%				185		138		178		80		55		37		18		691		19.1%						85-89		6,468		398		516		667		770		538		408		328		3,828		59.2%				178		101		134		85		36		38		27		599		15.6%

				90-		4,121		192		315		399		688		648		623		418		3,283		79.7%				74		86		79		58		41		43		31		412		12.5%						90-		4,121		192		315		399		688		648		623		418		3,420		83.0%				60		53		64		27		24		30		26		284		8.3%

				計 ケイ		70,318		1,689		1,978		2,219		2,697		1,986		1,688		1,270		13,527		19.2%				735		578		607		324		208		166		119		2,737		20.2%						計 ケイ		70,318		1,689		1,978		2,219		2,697		1,986		1,688		1,270		14,016		19.9%				751		504		596		315		184		181		155		2,686		19.2%

				構成比 コウセイ ヒ																								26.9%		21.1%		22.2%		11.8%		7.6%		6.1%		4.3%										構成比 コウセイ ヒ																								28.0%		18.8%		22.2%		11.7%		6.9%		6.7%		5.8%

		計 ケイ		65-69		30,767		122		158		144		199		132		102		82		939		3.1%				60		45		36		32		39		26		23		261		27.8%				計 ケイ		65-69		30,767		122		158		144		199		132		102		82		858		2.8%				50		49		49		53		30		24		24		279		32.5%

				70-74		31,738		243		321		255		380		227		184		159		1,769		5.6%				103		110		96		70		56		42		34		511		28.9%						70-74		31,738		243		321		255		380		227		184		159		1,850		5.8%				129		94		109		81		73		69		59		614		33.2%

				75-79		28,283		549		554		567		675		443		340		264		3,392		12.0%				291		192		210		131		76		73		57		1,030		30.4%						75-79		28,283		549		554		567		675		443		340		264		3,507		12.4%				287		193		232		123		90		90		60		1,075		30.7%

				80-84		19,547		790		777		973		1,042		650		522		363		5,117		26.2%				348		240		319		157		82		90		65		1,301		25.4%						80-84		19,547		790		777		973		1,042		650		522		363		5,237		26.8%				405		260		315		164		95		95		72		1,406		26.8%

				85-89		10,587		634		733		983		1,093		769		591		437		5,240		49.5%				316		216		318		143		85		71		43		1,192		22.7%						85-89		10,587		634		733		983		1,093		769		591		437		5,544		52.4%				320		167		234		149		71		89		60		1,090		19.7%

				90-		5,575		293		421		559		905		816		735		500		4,229		75.9%				131		131		149		101		60		63		46		681		16.1%						90-		5,575		293		421		559		905		816		735		500		4,451		79.8%				113		91		107		54		37		47		41		490		11.0%

				計 ケイ		126,497		2,631		2,964		3,481		4,294		3,037		2,474		1,805		20,686		16.4%				1,249		934		1,128		634		398		365		268		4,976		24.1%						計 ケイ		126,497		2,631		2,964		3,481		4,294		3,037		2,474		1,805		21,447		17.0%				1,304		854		1,046		624		396		414		316		4,954		23.1%

				構成比 コウセイ ヒ																								25.1%		18.8%		22.7%		12.7%		8.0%		7.3%		5.4%										構成比 コウセイ ヒ																								26.3%		17.2%		21.1%		12.6%		8.0%		8.4%		6.4%



																												ｈ31.4～r2.3

				年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ

				65-69		13,546		60		75		74		117		70		48		47		491		3.6%				28		28		32		30		19		16		13		166		34%

				70-74		15,600		108		138		126		232		149		108		80		941		6.0%				63		38		55		46		46		32		31		311		33%

				75-79		12,729		207		193		238		309		199		173		111		1,430		11.2%				109		71		93		62		50		53		31		469		33%

				80-84		8,631		258		229		340		405		254		216		120		1,822		21.1%				158		109		127		80		49		64		38		625		34%

				85-89		4,424		269		212		321		355		257		191		111		1,716		38.8%				142		66		100		64		35		51		33		491		29%

				90-		1,624		126		114		171		229		176		122		93		1,031		63.5%				53		38		43		27		13		17		15		206		20%

				計 ケイ		56,554		1,028		961		1,270		1,647		1,105		858		562		7,431		13.1%				553		350		450		309		212		233		161		2268		31%



				年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ

				65-69		14,797		44		61		52		84		46		45		35		367		2.5%				22		21		17		23		11		8		11		113		31%

				70-74		17,705		149		161		136		172		112		97		82		909		5.1%				66		56		54		35		27		37		28		303		33%

				75-79		15,874		355		372		348		380		254		206		162		2,077		13.1%				178		122		139		61		40		37		29		606		29%

				80-84		11,418		567		539		656		658		406		342		247		3,415		29.9%				247		151		188		84		46		31		34		781		23%

				85-89		7,046		451		532		691		784		576		457		337		3,828		54.3%				178		101		134		85		36		38		27		599		16%

				90-		4,323		199		323		435		708		638		673		444		3,420		79.1%				60		53		64		27		24		30		26		284		8%

				計 ケイ		71,163		1,765		1,988		2,318		2,786		2,032		1,820		1,307		14,016		19.7%				751		504		596		315		184		181		155		2686		19%



				年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ				要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		新規率 シンキ リツ

				65-69		28,343		104		136		126		201		116		93		82		858		3.0%				50		49		49		53		30		24		24		279		33%

				70-74		33,305		257		299		262		404		261		205		162		1,850		5.6%				129		94		109		81		73		69		59		614		33%

				75-79		28,603		562		565		586		689		453		379		273		3,507		12.3%				287		193		232		123		90		90		60		1075		31%

				80-84		20,049		825		768		996		1,063		660		558		367		5,237		26.1%				405		260		315		164		95		95		72		1406		27%

				85-89		11,470		720		744		1,012		1,139		833		648		448		5,544		48.3%				320		167		234		149		71		89		60		1090		20%

				90-		5,947		325		437		606		937		814		795		537		4,451		74.8%				113		91		107		54		37		47		41		490		11%

				計 ケイ		127,717		2,793		2,949		3,588		4,433		3,137		2,678		1,869		21,447		16.8%				1,304		854		1,046		624		396		414		316		4954		23%







&D





★集計結果

		No		被保険者番号		傷病名 ショウビョウ メイ		分類 ブンルイ		性別		年齢		二次審査要介護状態区分		要介護認定日		認定有効終了日		認定有効月数		疾病区分

		730		71889		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		91		要介護１		43616		43951		12		－

		621		330175		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		86		要支援１		43609		43951		12		－

		318		620971		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		71		要介護１		43593		43921		12		－

		1081		638277		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		86		要支援２		43637		43982		12		－

		2607		1265598		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		85		要介護１		43746		44104		12		－

		4289		1332805		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		82		要介護１		43875		44227		12		－

		2687		2612755		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		80		要支援１		43754		44043		12		－

		1337		2656876		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		81		要介護３		43651		43982		12		－

		1643		3124959		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		75		要介護３		43672		44012		12		－

		774		3132099		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		82		要介護４		43616		43951		12		－

		2735		3569047		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		78		要介護１		43756		44104		12		－

		1750		3652874		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		91		要介護２		43683		44043		12		－

		1065		3757650		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		77		要介護１		43635		43982		12		－

		4238		6035353		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		84		要支援１		43873		44196		12		－

		4348		7341342		２型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		79		要支援１		43880		44227		12		－

		2843		13443445		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		86		要支援１		43763		44104		12		－

		1540		19928037		2型糖尿病 ガタ トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		75		要介護２		43665		44012		12		－

		5		4546458		2型糖尿病、アルツハイマー型認知症 ガタ トウニョウビョウ ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43560		43861		12		－

		43		15908143		2型糖尿病、高血圧症 ガタトウニョウビョウ コウケツアツショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		85		要支援１		43560		43890		12		－

		133		3682871		2型糖尿病、慢性腎臓病 ガタトウニョウビョウ マンセイ ジンゾウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		80		要支援２		43565		43890		12		－

		793		19764603		２型糖尿病性腎症 ガタ トウニョウビョウ セイ ジンショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		74		要支援２		43620		43951		12		－

		1128		9505105		COPD		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		77		要支援１		43637		43982		12		－

		3134		11010738		COPD		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		91		要支援１		43788		44104		12		－

		2449		13471848		ＣＯＰＤ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		75		要支援１		43732		44074		12		－

		4334		13996576		COPD		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		71		要介護２		43880		44227		12		－

		474		1431021		IgA血管炎 ケッカンエン		⑬その他 タ		男		81		要介護１		43599		43738		6		－

		4356		1365151		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護５		43880		44255		12		－

		1941		2046199		Ｓ状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		94		要介護２		43704		44043		12		－

		4266		2391961		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護４		43875		44165		12		－

		908		2767279		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護３		43623		43982		12		－

		1246		2985853		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援１		43644		43982		12		－

		837		3303411		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援２		43621		43951		12		－

		1102		17819397		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護２		43637		43982		12		－

		4316		20081212		S状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要介護５		43879		44227		12		－

		2427		9000002523		Ｓ状結腸癌 ジョウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護５		43732		44074		12		－

		3081		307041		S状結腸癌 ジョウ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護３		43781		44135		12		－

		3121		621358		S状結腸癌 ジョウ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護４		43784		44135		12		－

		3522		4631404		Ｓ状結腸癌 ジョウ ケツチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護３		43812		44165		12		－

		3847		11624272		S状結腸癌 ジョウ ケツチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要支援２		43844		44196		12		－

		3160		16063511		S状結腸癌 ジョウ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護３		43788		44135		12		－

		3940		3643425		Ｓ状結腸憩室 ジョウ ケツ チョウ ケイシツ		⑬その他 タ		男		93		要介護２		43852		44196		12		－

		465		18036023		亜急性脳梗塞 ア キュウセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護５		43599		43921		12		－

		4246		12091553		アキレス腱断裂 ケン ダンレツ		⑬その他 タ		女		71		要支援１		43873		44227		12		－

		1689		6497985		悪性髄膜腫 アクセイ ズイマク シュ		⑬その他 タ		女		72		要介護２		43679		44012		12		－

		3498		459976		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43810		43982		6		－

		3353		815756		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護２		43802		44135		12		－

		1972		2765985		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要支援１		43704		44043		12		－

		2391		2991489		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護１		43728		44074		12		－

		1108		3787699		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護１		43637		43982		12		－

		855		5342937		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要介護３		43621		43951		12		－

		2237		5654734		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護３		43718		43890		6		－

		4287		9428089		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護５		43875		44227		12		－

		1352		9452478		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要支援２		43651		44012		12		－

		4801		13407201		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護１		43907		44255		12		－

		2625		14034441		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要支援１		43747		44074		12		－

		287		14377926		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護２		43579		43951		12		－

		4698		20032603		悪性リンパ腫 アクセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護４		43900		44255		12		－

		4202		1287401		悪性リンパ性白血病 アクセイ セイ ハッケツビョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要支援２		43866		44227		12		－

		1868		19939355		足壊疽 アシ エソ		⑬その他 タ		男		73		要支援２		43698		44043		12		－

		1639		14848287		芦関節脱臼骨折 アシ カンセツ ダッキュウ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		71		要支援１		43672		44012		12		－

		4163		223794		圧迫骨折 アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43865		44196		12		－

		4516		1794302		圧迫骨折 アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援２		43889		44227		12		－

		2141		2092107		圧迫骨折 アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要支援２		43712		44043		12		－

		4278		4197917		圧迫骨折 アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43875		44227		12		－

		992		6449891		アテローム血栓性急性期脳梗塞 ケッセン セイ キュウセイキ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護３		43630		43982		12		－

		2120		554651		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセン セイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要支援２		43712		44043		12		－

		2439		2639696		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセン セイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護２		43732		44074		12		－

		3963		2907976		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセンセイノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要支援１		43854		44196		12		－

		1998		3005089		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセン セイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護４		43705		44043		12		－

		3797		3499537		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセンセイノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護３		43840		44165		12		－

		3824		5446821		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセンセイノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護３		43844		44196		12		－

		2486		18789561		アテローム血栓性脳梗塞 ケッセン セイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護５		43735		44074		12		－

		2648		327514		アルコール依存症 イゾンショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護１		43747		44104		12		－

		2798		2643391		アルコール依存症 イゾンショウ		⑬その他 タ		女		82		要介護１		43763		44104		12		－

		1859		14703190		アルコール依存症 イゾンショウ		⑬その他 タ		男		71		要支援２		43698		44012		12		－

		4064		19766833		アルコール関連認知症 カンレン ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		66		要介護１		43859		44196		12		－

		1409		6916210		アルコール性肝硬変 セイ カンコウヘン		⑬その他 タ		男		68		要介護３		43656		44012		12		－

		3729		8980403		アルコール性肝硬変 セイ カンコウヘン		⑬その他 タ		女		86		要介護１		43837		44135		12		－

		4772		14968584		アルコール性肝硬変 セイ カンコウヘン		⑬その他 タ		男		87		要介護５		43903		44255		12		－

		3387		1076213		アルコール性肝不全 セイ カンフゼン		⑬その他 タ		男		72		要介護３		43803		44135		12		－

		3024		17663		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43775		44135		12		－

		4555		74179		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43893		44227		12		－

		3759		99724		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護１		43837		44196		12		－

		681		196568		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43614		43921		12		－

		2830		277193		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43763		44104		12		－

		828		297577		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43621		43951		12		－

		433		320382		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43599		43921		12		－

		622		373869		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43609		43951		12		－

		1015		389099		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43634		43951		12		－

		178		403784		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43567		43921		12		－

		2653		407135		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43749		44074		12		－

		806		472140		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要支援１		43620		43951		12		－

		836		490661		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護２		43621		43951		12		－

		584		491357		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43607		43921		12		－

		3699		521027		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43824		44165		12		－

		680		540706		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43614		43921		12		－

		979		578274		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護２		43628		43982		12		－

		1431		628417		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43658		44012		12		－

		4722		671169		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43901		44227		12		－

		219		730777		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要支援１		43572		43890		12		－

		1848		792586		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43697		44012		12		－

		1860		798037		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43698		44012		12		－

		1775		810924		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要支援１		43684		44043		12		－

		2693		813435		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護５		43754		44104		12		－

		1190		881490		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護２		43641		43982		12		－

		1259		899623		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43644		44012		12		－

		2122		915912		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43712		44043		12		－

		2567		978981		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護４		43742		44074		12		－

		4195		1039032		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43866		44196		12		－

		2806		1050800		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43763		44104		12		－

		3037		1057774		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43777		44135		12		－

		1241		1058738		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43644		43982		12		－

		536		1074105		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43602		43921		12		－

		3286		1100891		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43796		44104		12		－

		1581		1221884		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43669		44012		12		－

		1788		1224905		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43684		44043		12		－

		4619		1241729		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護２		43894		44227		12		－

		4288		1287397		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護３		43875		44227		12		－

		2895		1318071		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護２		43767		44104		12		－

		1760		1322095		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護１		43684		44012		12		－

		1204		1357573		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43642		43982		12		－

		2522		1373048		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43739		44074		12		－

		3083		1391046		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護２		43781		44135		12		－

		3079		1391054		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護３		43781		44135		12		－

		636		1394843		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43613		43951		12		－

		3695		1458787		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43823		44196		12		－

		98		1480537		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護２		43564		43890		12		－

		347		1531247		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43593		43921		12		－

		518		1636235		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43600		43951		12		－

		22		1642693		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護１		43560		43890		12		－

		2032		1659782		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43707		44043		12		－

		3191		1729322		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43791		44135		12		－

		4873		1733648		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43914		44255		12		－

		859		1778005		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要介護１		43621		43951		12		－

		3135		1824996		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43788		44135		12		－

		2342		1849531		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43726		44074		12		－

		4164		1871919		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		78		要介護１		43865		44196		12		－

		232		1882228		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43574		43921		12		－

		1632		1883658		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43672		43982		12		－

		1930		1891952		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43704		44043		12		－

		402		1914600		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要支援１		43595		43921		12		－

		2458		2014238		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護１		43733		44074		12		－

		2644		2090635		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		91		要支援１		43747		44104		12		－

		2642		2090643		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43747		44104		12		－

		895		2200775		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護２		43623		43951		12		－

		1016		2228971		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護１		43634		43951		12		－

		1385		2266563		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護２		43655		44012		12		－

		2719		2269899		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43756		44104		12		－

		1239		2312310		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43644		43982		12		－

		4151		2317290		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		91		要介護２		43861		44227		12		－

		1499		2317362		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護１		43663		44012		12		－

		236		2322684		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43574		43921		12		－

		2530		2369869		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要支援１		43739		44074		12		－

		2283		2373203		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43721		44074		12		－

		1463		2381869		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43662		44012		12		－

		3267		2396441		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43795		44135		12		－

		3909		2452758		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護１		43851		44165		12		－

		3376		2464039		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要支援１		43802		44165		12		－

		4101		2478072		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43859		44196		12		－

		2909		2616076		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護２		43767		44104		12		－

		4743		2638568		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43901		44255		12		－

		381		2648008		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要支援１		43595		43921		12		－

		1544		2691124		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43665		44012		12		－

		4869		2790076		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要支援２		43914		44255		12		－

		4631		2807530		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護５		43894		44255		12		－

		1422		2814633		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43656		44012		12		－

		449		2872552		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護２		43599		43921		12		－

		4914		2912309		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43915		44255		12		－

		4547		2923190		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43893		44227		12		－

		1095		2923874		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43637		43982		12		－

		834		2926041		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要支援１		43621		43951		12		－

		2610		2930609		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		74		要支援２		43746		44104		12		－

		4611		2937751		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43894		44227		12		－

		1508		2961318		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43665		43982		12		－

		435		2999447		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43599		43921		12		－

		701		3029522		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43614		43951		12		－

		1393		3220214		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43655		44012		12		－

		3296		3230651		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43796		44135		12		－

		4123		3251918		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43861		44196		12		－

		492		3320171		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43600		43890		12		－

		4463		3331628		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43887		44227		12		－

		26		3387577		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		70		要介護２		43560		43890		12		－

		2574		3453146		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43742		44074		12		－

		2856		3642453		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43767		44104		12		－

		3082		3958281		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43781		44135		12		－

		2078		4085329		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要支援１		43711		44043		12		－

		3615		4134711		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43819		44165		12		－

		4315		4204077		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43879		44227		12		－

		934		4266323		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43627		43982		12		－

		526		4387350		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護３		43600		43951		12		－

		169		4436474		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43567		43921		12		－

		1699		4531973		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43679		44012		12		－

		3791		4539133		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43840		44165		12		－

		3040		4606795		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護５		43777		44135		12		－

		3569		4687469		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護２		43817		44165		12		－

		1408		4714270		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43656		44012		12		－

		2827		4748590		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護１		43763		44104		12		－

		2440		4834186		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護２		43732		44074		12		－

		2931		5024927		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43770		44104		12		－

		4401		5091748		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		70		要介護１		43886		44196		12		－

		418		5170761		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43599		43921		12		－

		4098		5183561		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要介護２		43859		44196		12		－

		3188		5362326		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43791		44135		12		－

		4920		5710626		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43915		44255		12		－

		1595		5714125		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43670		43982		12		－

		396		5722489		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護２		43595		43921		12		－

		4281		5758335		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護２		43875		44227		12		－

		1256		5763584		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43644		44012		12		－

		3118		5826977		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43784		44135		12		－

		4705		5964148		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護２		43901		44227		12		－

		2403		6039201		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要支援１		43728		44074		12		－

		3624		6059261		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護１		43819		44165		12		－

		3369		6138659		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要支援１		43802		44135		12		－

		2750		6186785		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43756		44104		12		－

		3800		6346235		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43840		44196		12		－

		4009		6360891		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43858		44196		12		－

		1942		6394078		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43704		44043		12		－

		4572		6410375		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43893		44227		12		－

		4903		6449786		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護４		43915		44255		12		－

		3550		6665438		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43816		44165		12		－

		1412		6747311		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		71		要介護５		43656		44012		12		－

		2595		6774075		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護２		43746		44104		12		－

		4240		6777341		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護１		43873		44227		12		－

		4335		6811451		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43880		44227		12		－

		1748		6878300		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43683		44043		12		－

		1017		7304358		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要支援１		43634		43982		12		－

		597		7340184		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護１		43607		43951		12		－

		1692		7373805		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護３		43679		44012		12		－

		422		7452802		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護１		43599		43921		12		－

		876		7658087		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要介護２		43623		43890		12		－

		2633		7845928		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要介護２		43747		44104		12		－

		1958		7903618		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護１		43704		44043		12		－

		130		8008094		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護２		43565		43890		12		－

		3930		8025355		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43852		44196		12		－

		1230		8093971		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43642		44012		12		－

		1635		8186685		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43672		44012		12		－

		182		8189846		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護２		43567		43921		12		－

		504		8237191		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43600		43921		12		－

		4186		8318476		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		70		要介護１		43866		44135		12		－

		4854		8403961		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43914		44255		12		－

		365		8533831		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43595		43921		12		－

		3046		8549109		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護２		43781		44104		12		－

		4052		8589798		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護２		43858		44196		12		－

		1906		8638438		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43700		44043		12		－

		342		8749736		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護１		43593		43921		12		－

		716		8758638		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43616		43951		12		－

		242		8800979		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護２		43574		43921		12		－

		2490		8824258		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		69		要介護２		43735		44074		12		－

		2234		8938130		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要介護１		43718		44074		12		－

		4078		8989419		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護３		43859		44196		12		－

		4585		9268693		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護２		43894		44227		12		－

		4597		9298843		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43894		44227		12		－

		656		9576321		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護２		43613		43951		12		－

		1012		9994831		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護２		43634		43951		12		－

		2899		10240489		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護１		43767		44104		12		－

		3610		10374001		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43819		44165		12		－

		4786		11036885		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護２		43907		44227		12		－

		3961		11300914		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要支援１		43854		44196		12		－

		1959		11519690		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護２		43704		44043		12		－

		626		11558113		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要支援１		43613		43921		12		－

		3111		11768398		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43784		44135		12		－

		1801		11893958		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要介護１		43686		44012		12		－

		3960		12254720		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43854		44196		12		－

		2729		12840475		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43756		44104		12		－

		2981		13142534		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43774		44135		12		－

		4415		13169441		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43886		44227		12		－

		2720		13193821		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		69		要介護１		43756		44104		12		－

		4891		13289357		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護２		43915		44227		12		－

		4261		13413945		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43873		44227		12		－

		1089		13594435		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43637		43982		12		－

		4821		13723472		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護２		43908		44255		12		－

		506		13792288		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護２		43600		43921		12		－

		2321		13797425		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護２		43726		44074		12		－

		3747		14024721		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43837		44196		12		－

		1582		14065444		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43669		44012		12		－

		2874		14221977		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		70		要介護３		43767		44104		12		－

		494		14386381		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護２		43600		43921		12		－

		4165		14558556		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43865		44196		12		－

		3821		14929333		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		68		要介護１		43844		44196		12		－

		4546		15090671		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		74		要介護１		43893		44227		12		－

		2344		15198847		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要支援１		43726		44074		12		－

		1696		15355021		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43679		44012		12		－

		3900		15532739		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43847		44196		12		－

		2832		15601668		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要支援１		43763		44104		12		－

		1598		15698769		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43670		44012		12		－

		1151		15733157		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要介護２		43641		43982		12		－

		3509		15844153		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43812		44165		12		－

		3805		16155459		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護３		43840		44196		12		－

		2017		16423887		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護１		43707		44043		12		－

		278		16510021		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護２		43579		43921		12		－

		4578		16908494		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43893		44255		12		－

		3337		16972794		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43798		44135		12		－

		2893		17037173		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43767		44104		12		－

		4861		17068556		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護５		43914		44255		12		－

		27		17171537		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		68		要介護４		43560		43890		12		－

		2053		17489590		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要支援１		43711		44043		12		－

		1783		17623649		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要支援１		43684		44043		12		－

		13		17644970		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43560		43890		12		－

		4392		18153320		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		78		要介護３		43882		44227		12		－

		741		18322717		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43616		43951		12		－

		2676		18373637		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要支援１		43753		44104		12		－

		2209		18400890		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護１		43718		44074		12		－

		1907		18844109		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護２		43700		44043		12		－

		2638		18966888		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護２		43747		44104		12		－

		4609		19095907		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43894		44227		12		－

		887		19202481		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43623		43951		12		－

		3147		19230214		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43788		44135		12		－

		3995		19563099		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護２		43858		44196		12		－

		3514		19680817		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43812		44165		12		－

		761		19856874		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43616		43951		12		－

		1501		19876484		アルツハイマー型認知症 ガタ ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		74		要介護３		43663		44012		12		－

		4870		19950505		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要支援１		43914		44255		12		－

		3975		20052221		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護３		43854		44196		12		－

		3969		20052239		アルツハイマー型認知症 ガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護２		43854		44196		12		－

		25		16336658		アルツハイマー型認知症、、転移性多発性肝腫瘍 ガタ ニンチショウ テンイセイ タハツセイ カンシュヨウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43560		43890		12		－

		10		14048647		アルツハイマー型認知症、脂質異常症、慢性胃炎 ガタ ニンチショウ シシツ イジョウ ショウ マンセイ イエン		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43560		43890		12		－

		58		3000800		アルツハイマー型認知症、正常圧水頭症疑い ガタニンチショウ セイ ジョウアツ スイトウショウ ウタガ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護４		43560		43921		12		－

		123		5252954		アルツハイマー型認知症、正常圧水頭症疑い ガタニンチショウ セイ ジョウアツ スイトウショウ ウタガ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要介護１		43565		43890		12		－

		158		2588234		アルツハイマー病 ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43567		43890		12		－

		156		4929039		アルツハイマー病 ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43567		43861		12		－

		4256		13445138		アルツハイマー病 ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43873		44227		12		－

		1401		15108732		アルツハイマー病 ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		65		要介護１		43656		43982		12		初老期における認知症

		4718		324205		胃炎 イエン		⑬その他 タ		女		76		要支援２		43901		44227		12		－

		2349		4891902		胃潰瘍 イカイヨウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		85		要支援１		43726		44074		12		－

		2468		19627013		胃潰瘍 イカイヨウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要支援１		43733		44104		12		－

		1257		98027		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護４		43644		44012		12		－

		2495		125474		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護３		43735		44104		12		－

		2537		306193		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護２		43739		44104		12		－

		1622		644978		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要支援２		43670		44012		12		－

		1561		742899		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要支援１		43669		44012		12		－

		558		831344		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護４		43602		43951		12		－

		2499		908312		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		94		要支援１		43739		44074		12		－

		1134		1471767		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43637		43799		6		－

		945		2170426		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護２		43627		43982		12		－

		2566		2176181		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護１		43742		44074		12		－

		1085		2294451		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		91		要介護５		43637		43982		12		－

		777		2733137		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護５		43616		43951		12		－

		1122		2808510		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援１		43637		43982		12		－

		2759		2866668		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要支援１		43756		44104		12		－

		2890		2871238		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		93		要支援１		43767		44104		12		－

		733		2996880		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援２		43616		43951		12		－

		628		3441768		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要支援２		43613		43921		12		－

		2062		4546113		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要支援２		43711		44043		12		－

		1727		4815611		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護５		43679		44043		12		－

		1878		4971141		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護３		43698		44043		12		－

		2374		5445850		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43728		44074		12		－

		4333		5524199		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護２		43880		44196		12		－

		1651		5963893		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要支援１		43672		44012		12		－

		1461		6493891		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要支援１		43662		43982		12		－

		1142		7245904		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護３		43637		43982		12		－

		2092		9139346		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護２		43711		44074		12		－

		447		9671463		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護３		43599		43921		12		－

		4360		15029689		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護１		43882		44012		6		－

		2186		15890694		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要支援１		43714		44074		12		－

		713		16047931		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護３		43614		43982		12		－

		1434		16608442		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護１		43658		43830		6		－

		1795		18713366		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護５		43684		44043		12		－

		952		18844052		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護２		43627		43982		12		－

		903		19585033		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護３		43623		43982		12		－

		4475		20094867		胃がん イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護３		43887		44255		12		－

		3989		262463		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護２		43858		44196		12		－

		3772		709441		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要支援２		43838		44165		12		－

		314		749664		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護２		43592		43951		12		－

		3092		871451		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43782		44104		12		－

		4617		1103831		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43894		44227		12		－

		3132		2321637		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護１		43788		43921		6		－

		120		2434016		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護３		43564		43921		12		－

		3787		2959569		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護１		43838		44196		12		－

		3183		3517373		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43789		44165		12		－

		3285		3784321		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護３		43795		44165		12		－

		3586		4269659		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護２		43817		44165		12		－

		4013		5347742		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護４		43858		44196		12		－

		3171		7953089		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要支援２		43789		44135		12		－

		3568		8639523		胃癌 イ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43817		44165		12		－

		4944		8872112		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護３		43917		44255		12		－

		3383		10692223		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43802		44165		12		－

		260		12218146		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護２		43578		43921		12		がん（末期）

		3087		12293148		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護２		43781		44135		12		－

		3673		14075270		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		88		要支援１		43823		44165		12		－

		3784		15659801		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護２		43838		44196		12		－

		4783		16456921		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護５		43907		44227		12		－

		3115		18686983		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護４		43784		44135		12		－

		4059		19030224		胃癌 イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要支援２		43859		44196		12		－

		24		12313157		胃がん、腹膜播種、糖尿病 イ フクマク ハシュ トウニョウビョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援１		43560		43890		12		－

		210		1506668		胃癌後腹膜浸潤 イガン ゴ フクマク シンジュン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護３		43571		43921		12		－

		1394		16486670		胃がん再発 イ サイハツ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護３		43655		44012		12		－

		1234		17415070		胃がん再発 イ サイハツ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護４		43642		44012		12		－

		353		764540		胃軸捻転 イ ジク ネンテン		⑬その他 タ		女		78		要介護４		43593		43921		12		－

		3063		18781759		胃消化管間質腫瘍 イ ショウカカン カンシツ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要支援２		43781		44135		12		－

		3064		1053418		胃体部癌 イ タイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護３		43781		43951		6		－

		4117		7176511		胃体部癌 イ タイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護５		43859		44227		12		－

		1020		17721146		胃体部癌 イ タイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43634		43982		12		－

		4608		1382837		一過性脳虚血発作 イッカセイノウキョケツホッサ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護１		43894		44227		12		－

		2422		2645491		胃幽門部癌 イ ユウモン ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護５		43728		44104		12		－

		1418		13780549		イレウス		⑬その他 タ		男		83		要介護３		43656		44012		12		－

		4892		268330		咽頭がん イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援１		43915		44255		12		－

		1366		2406969		咽頭がん イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		66		要介護２		43651		44012		12		－

		3388		4328418		咽頭がん イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要支援２		43803		44135		12		－

		421		9912321		咽頭がん イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援１		43599		43921		12		－

		1209		19622330		咽頭がん イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43642		43982		12		－

		3860		2579243		咽頭癌 イントウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要支援２		43845		44196		12		－

		4099		3458911		咽頭癌 イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護２		43859		44196		12		－

		2433		15629163		咽頭癌 イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護１		43732		43890		6		－

		1681		17596486		咽頭癌 イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43676		44043		12		－

		160		2547937		インフルエンザ気管支肺炎 キカンシ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		96		要支援２		43567		43890		12		－

		4349		4038835		上行結腸癌 ウエ イ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護２		43880		44227		12		－

		3005		29131		上行結腸癌 ウエ イ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護３		43775		44135		12		－

		3735		743810		上行結腸癌 ウエ イ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護３		43837		44165		12		－

		3067		8197679		上行結腸癌 ウエ イ ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援１		43781		44135		12		－

		4292		19107461		上葉肺がん ウエ ハ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護５		43875		44227		12		－

		1755		17125625		上葉肺癌 ウエ ハ ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護３		43683		44043		12		－

		2904		1360817		ウェルニッケ脳症 ノウショウ		⑬その他 タ		男		72		要介護４		43767		44104		12		－

		4141		3419843		ウェルニッケ脳症 ノウショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護４		43861		44227		12		－

		603		5718295		ウェルニッケ脳症 ノウショウ		⑬その他 タ		男		65		要介護１		43609		44012		12		－

		3633		7419406		後縦靭帯骨化症 ウシ タテ ジンタイ ホネ カ ショウ		⑬その他 タ		男		68		要支援２		43819		44165		12		－

		743		84221		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要介護４		43616		43951		12		－

		1096		181439		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		72		要介護５		43637		43982		12		－

		4054		239160		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		92		要介護１		43858		44196		12		－

		4167		477893		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		81		要支援１		43865		44196		12		－

		1277		726168		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要支援１		43648		43982		12		－

		3614		1051075		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要介護３		43819		44165		12		－

		1316		1174762		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		92		要介護１		43649		43982		12		－

		3582		1722239		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要介護４		43817		44165		12		－

		4874		1871404		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		84		要支援１		43914		44255		12		－

		4096		2028824		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		88		要支援２		43859		44196		12		－

		3544		2302667		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		97		要支援２		43816		44165		12		－

		667		2307073		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要介護４		43613		43951		12		－

		3832		2723336		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		86		要介護５		43844		44196		12		－

		406		2807327		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要介護２		43595		43921		12		－

		1791		3104168		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要支援２		43684		44043		12		－

		3676		4239849		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要介護１		43823		44165		12		－

		472		4628063		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		93		要介護３		43599		43921		12		－

		4239		5054079		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		79		要介護５		43873		44196		12		－

		3829		5551749		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		76		要支援１		43844		44196		12		－

		725		6001653		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		75		要支援２		43616		43951		12		－

		841		6263941		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		84		要支援１		43621		43951		12		－

		3594		7049510		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要支援１		43819		44165		12		－

		3110		8386277		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		90		要介護３		43784		44104		12		－

		4075		8736448		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要支援２		43859		44196		12		－

		609		9324500		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		78		要支援１		43609		43951		12		－

		3692		11466278		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		84		要支援２		43823		44165		12		－

		149		12637271		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		88		要介護２		43565		43921		12		－

		535		14861062		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要支援１		43602		43921		12		－

		1312		15039901		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		76		要介護２		43649		43982		12		－

		344		15076351		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		74		要介護１		43593		43921		12		－

		4709		16941337		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		72		要介護２		43901		44227		12		－

		3927		17381394		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		84		要支援１		43852		44196		12		－

		737		19734462		うっ血性心不全 ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		83		要支援２		43616		43951		12		－

		1064		19898494		うっ血性心不全 ケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援２		43635		43982		12		－

		546		7379846		うつ状態 ジョウタイ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43602		43921		12		－

		1489		1006720		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		80		要支援１		43663		44012		12		－

		1365		1012631		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		88		要介護１		43651		44012		12		－

		4159		1897101		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		77		要介護１		43865		44196		12		－

		4749		1920430		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		73		要支援１		43903		44227		12		－

		764		1934031		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		75		要支援１		43616		43951		12		－

		3793		1976001		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43840		44165		12		－

		2640		2202093		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		80		要介護２		43747		44104		12		－

		2626		2640040		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43747		44074		12		－

		2938		2871246		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		82		要介護１		43770		44104		12		－

		3170		3501329		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43789		44135		12		－

		3570		4795172		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43817		44165		12		－

		3227		5149690		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43791		44135		12		－

		3737		5956463		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		65		要支援１		43837		44196		12		－

		880		7168799		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		71		要介護１		43623		43951		12		－

		405		9825631		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		83		要介護１		43595		43921		12		－

		4172		12555614		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		76		要介護１		43865		44227		12		－

		942		12726320		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		74		要介護５		43627		43982		12		－

		1092		13823426		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		76		要支援２		43637		43982		12		－

		3060		14956829		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		69		要支援１		43781		44135		12		－

		4225		16085116		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		67		要支援２		43868		44227		12		－

		892		16544509		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		78		要介護１		43623		43951		12		－

		588		18201149		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		男		76		要介護２		43607		43921		12		－

		4158		19121415		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		65		要介護３		43865		44196		12		－

		3313		19575583		うつ病 ビョウ		⑬その他 タ		女		74		要支援１		43796		44135		12		－

		19		2566320		うつ病、アルツハイマー型認知症、前立腺がん ビョウ ガタニンチショウ ゼンリツ セン		⑬その他 タ		男		76		要支援１		43560		43890		12		－

		4899		8953007		右脳出血 ウノウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		66		要介護３		43915		44255		12		－

		1673		534188		運動器不安定症 ウンドウ キ フアンテイ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		88		要支援１		43676		44012		12		－

		516		17827895		運動器不安定症 ウンドウ キ フアンテイ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		91		要支援１		43600		43921		12		－

		2091		13132083		栄養失調 エイヨウ シッチョウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要支援２		43711		44074		12		－

		3389		3232654		壊死性筋膜 エシセイキンマク		⑬その他 タ		女		71		要介護２		43803		44135		12		－

		3600		2370484		延髄梗塞 エンズイ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護２		43819		44165		12		－

		2629		2540860		延髄梗塞 エンズイ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護３		43747		44104		12		－

		2127		10136045		横行結腸癌 オウコウ ケッチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護５		43712		44043		12		－

		2299		4997468		黄班浮腫 オウ ハン フシュ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		84		要支援１		43725		44074		12		－

		3818		2383411		横紋筋融解 オウモンキン ユウカイ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43844		44165		12		－

		416		5917051		外傷性くも膜下出血 ガイショウセイ マクカシュッケツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要介護４		43599		43921		12		－

		677		10632824		外傷性くも膜下出血 ガイショウセイ マクカシュッケツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護２		43614		43921		12		－

		252		8002771		外傷性椎間板損傷 ガイショウセイ ツイカンバン ソンショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要支援２		43578		43890		12		－

		217		17650824		外傷性慢性硬膜下血種 ガイショウセイ マンセイ コウマクカ ケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要介護５		43572		43890		12		－

		4438		2627116		外傷性慢性硬膜下血腫 ガイショウセイ マンセイ コウマクカケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		87		要介護２		43886		44227		12		－

		3785		7893043		外傷性慢性硬膜下血腫 ガイショウセイ マンセイ コウマクカケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要支援１		43838		44196		12		－

		1805		144401		外傷性肋骨骨折 ガイショウセイ ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		66		要介護２		43686		44012		12		－

		4646		235598		潰瘍性大腸炎 カイヨウセイ ダイチョウエン		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43896		44227		12		－

		1925		2807947		潰瘍性大腸炎 カイヨウセイ ダイチョウエン		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43704		44043		12		－

		281		534757		解離性胸部大動脈瘤 カイリセイ キョウブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		女		75		要介護２		43579		43921		12		－

		4179		12010961		解離性大動脈瘤 カイリセイ ダイドウミャクリュウ		⑬その他 タ		男		75		要介護５		43865		44227		12		－

		455		19079422		解離性大動脈瘤 カイリセイ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		男		93		要支援２		43599		43921		12		－

		142		1954229		踵骨骨折 カカト コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護１		43565		43708		6		－

		2059		2053543		踵骨骨折 カカト ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		75		要支援２		43711		44043		12		－

		4868		13182781		踵骨骨折 カカト ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43914		44255		12		－

		592		998176		拡張型心筋症 カクチョウガタ シンキンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援２		43607		43921		12		－

		1397		14728443		拡張型心筋症 カクチョウガタシンキンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		67		要支援１		43656		43982		12		－

		686		11753412		下肢壊疽 カシ エソ		⑬その他 タ		男		80		要介護５		43614		43951		12		－

		3882		2020190		下肢機能障害 カシ キノウ ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		92		要介護１		43847		43982		6		－

		2821		1357492		下肢筋力低下 カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		87		要支援１		43763		44104		12		－

		2193		1394851		下肢筋力低下 カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		80		要支援１		43714		44074		12		－

		4104		2378931		下肢筋力低下 カシキンリョクテイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		84		要介護１		43859		44196		12		－

		2596		2490935		下肢筋力低下 カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		92		要支援１		43746		44104		12		－

		3365		2903211		下肢筋力低下 カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		79		要介護１		43802		44135		12		－

		2877		6467130		下肢筋力低下 カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		77		要支援１		43767		44104		12		－

		2310		344133		下肢骨折 カシ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要支援２		43725		44074		12		－

		4830		5758343		下肢静脈瘤 カシ ジョウミャクリュウ		⑬その他 タ		女		81		要支援２		43908		44255		12		－

		932		4223373		下肢脱力 カシ ダツリョク		⑬その他 タ		男		80		要介護５		43627		43951		12		－

		1058		10103741		下肢痛 カシ ツウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		84		要介護２		43635		43982		12		－

		1111		2331713		下肢の筋力低下 カシ キンリョクテイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		83		要支援１		43637		43982		12		－

		1978		2444461		下肢浮腫 カシ フシュ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		81		要介護１		43704		44043		12		－

		211		455849		下肢閉そく性動脈硬化症 カシ ヘイ セイ ドウミャク コウカショウ		⑬その他 タ		男		79		要介護３		43572		43890		12		－

		1677		48721		下肢閉塞性動脈硬化症 カシ ヘイソクセイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		男		80		要介護２		43676		44043		12		－

		4513		8175152		下肢閉塞性動脈硬化症 カシ ヘイソクセイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43889		44227		12		－

		1743		12292621		下肢閉塞性動脈硬化症 カシ ヘイソクセイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		女		77		要介護１		43683		44012		12		－

		1318		2051915		下肢リンパ腫 カシ シュ		⑬その他 タ		女		76		要介護２		43649		43982		12		－

		611		1335731		下肢リンパ浮腫 カシ フシュ		⑬その他 タ		女		79		要支援１		43609		43951		12		－

		1993		7091630		下垂体腫瘍 カスイタイ シュヨウ		⑬その他 タ		男		75		要介護２		43705		44043		12		－

		4213		5217857		下腿浮腫 カタイ フシュ		⑬その他 タ		女		79		要介護１		43868		44196		12		－

		1447		2357232		下腿蜂窩織炎 カタイ ホウカシキエン		⑬その他 タ		女		86		要介護２		43658		44012		12		－

		784		749672		肩関節周囲炎 カタ カンセツ シュウイエン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43620		43951		12		－

		4220		3735427		肩関節周囲炎 カタカンセツ シュウイ エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要介護２		43868		44196		12		－

		374		5886368		肩関節周囲炎 カタカンセツ シュウイ エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要介護５		43595		43921		12		－

		1597		7112581		肩関節周囲炎 カタカンセツ シュウイ エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援１		43670		44012		12		－

		4448		8945098		肩関節周囲炎 カタカンセツ シュウイ エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援２		43887		44227		12		－

		4375		19082629		肩腱板損傷 カタ ケンバン ソンショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43882		44227		12		－

		768		8113394		肩腱板断裂 カタ ケンバン ダンレツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要介護１		43616		43951		12		－

		2996		14398311		片麻痺 カタマヒ		⑬その他 タ		女		74		要介護５		43775		44104		12		－

		1601		394891		化膿性関節炎 カノウセイ カンセツエン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要介護５		43670		44012		12		－

		523		13710567		化膿性関節炎 カノウセイ カンセツエン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43600		43951		12		－

		1478		5586577		化膿性脊髄炎 カノウセイ セキズイ エン		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43663		43799		6		－

		4481		17626451		化膿性脊椎炎 カノウセイ セキツイ エン		⑬その他 タ		女		72		要介護５		43889		44227		12		－

		1488		1250418		化膿性椎間板炎 カノウセイ ツイカンバン エン		⑬その他 タ		男		70		要介護１		43663		43830		6		－

		1407		1321285		下部胆管がん カブ タンカン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護１		43656		44012		12		－

		4832		14733153		可変性膝関節症 カヘンセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43908		44255		12		－

		673		16299591		下葉性肺がん カヨウ セイ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護３		43613		43982		12		－

		824		4953282		下葉肺腺癌 カヨウ ハイセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要介護２		43620		43982		12		－

		4211		18674546		下葉扁平上皮癌 カヨウ ヘンペイ ジョウヒガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護３		43866		44227		12		－

		3554		1787446		加齢黄斑変性 カレイ オウハン ヘンセイ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		87		要支援１		43816		44165		12		－

		3426		11667923		加齢黄斑変性症 カレイ オウハンヘンセイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		70		要介護１		43805		44104		12		－

		2712		76309		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要支援１		43756		44043		12		－

		2399		306657		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43728		44074		12		－

		1756		524484		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護４		43683		44043		12		－

		2533		701467		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護１		43739		43921		6		－

		2170		1078526		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護５		43712		44074		12		－

		2048		1356992		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護３		43707		44074		12		－

		2617		1412817		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護３		43746		43921		6		－

		2656		1457314		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護５		43749		44104		12		－

		1840		1741489		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護１		43686		43861		6		－

		2178		2136040		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護３		43714		44043		12		－

		1999		2230348		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要支援１		43705		44043		12		－

		2619		2237938		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護４		43746		44104		12		－

		1228		2254395		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護３		43642		43982		12		－

		1664		2807939		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護３		43672		44043		12		－

		2649		2930994		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護１		43747		43921		6		－

		4231		3549674		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護３		43868		44227		12		－

		1438		3997481		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護３		43658		44012		12		－

		1992		4317963		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護２		43705		44043		12		－

		4265		8198845		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要介護２		43873		44227		12		－

		1797		9371010		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護４		43684		44043		12		－

		2616		11427094		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		66		要介護２		43746		44104		12		－

		4666		12255866		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護４		43896		44255		12		－

		1682		12995525		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43676		43861		6		－

		2650		17409176		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護４		43747		44104		12		－

		2317		17999139		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護３		43725		44074		12		－

		1074		18270570		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護３		43635		44012		12		－

		1875		18289236		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43698		44043		12		－

		2367		18932392		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43726		44074		12		－

		2001		19946988		がん		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護２		43705		44043		12		－

		2618		19970898		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護４		43746		44104		12		－

		4185		20082860		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護２		43865		44227		12		－

		2852		9000002564		癌 ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護２		43763		44135		12		がん（末期）

		61		1049160		感音性難聴、甲状腺機能低下症、脂質異常症、左眼底出血 カンオンセイ ナンチョウ コウジョウセン キノウ テイカショウ シシツ イジョウショウ ヒダリ ガンテイ シュッケツ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		94		要支援２		43560		43921		12		－

		990		2557193		肝がん カン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要支援１		43630		43982		12		－

		64		18293586		肝がん末期 カン マッキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護３		43560		43921		12		がん（末期）

		86		5657725		肝機能障害 カンキノウ ショウガイ		⑬その他 タ		男		78		要支援２		43564		43890		12		－

		1099		2225735		眼球破裂 ガンキュウ ハレツ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		82		要介護１		43637		43799		6		－

		706		1243471		肝硬変 カンコウヘン		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43614		43951		12		－

		2764		7478038		肝硬変 カンコウヘン		⑬その他 タ		男		75		要支援２		43761		44074		12		－

		711		15858286		肝硬変 カンコウヘン		⑬その他 タ		女		72		要介護５		43614		43951		12		－

		4365		17229835		肝硬変 カンコウヘン		⑬その他 タ		男		73		要介護２		43882		44227		12		－

		854		867896		肝硬変疑い カンコウヘン ウタガ		⑬その他 タ		男		90		要介護１		43621		43951		12		－

		1240		13419501		肝硬変症 カンコウヘン ショウ		⑬その他 タ		男		79		要介護２		43644		43982		12		－

		780		886611		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要介護２		43616		43982		12		－

		782		2008971		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護４		43616		43982		12		－

		1342		5218233		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護３		43651		44012		12		－

		513		13374559		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要支援２		43600		43921		12		－

		1139		17930907		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43637		43982		12		－

		1423		19792266		肝細胞がん カンサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護２		43656		44012		12		がん（末期）

		2659		341428		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援１		43749		44104		12		－

		3646		1141252		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43819		44165		12		－

		2285		1704001		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護１		43721		43890		6		－

		1726		1832913		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護２		43679		44043		12		－

		4712		4765168		肝細胞癌 カンサイボウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要支援１		43901		44227		12		－

		2669		5784522		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43749		44104		12		－

		1997		6179088		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護２		43705		44043		12		－

		1922		12355836		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要支援１		43704		44043		12		－

		3585		14138158		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		83		要介護５		43817		44165		12		－

		3715		17437721		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要支援２		43824		44165		12		－

		2435		19717630		肝細胞癌 カンサイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要支援２		43732		44074		12		－

		1330		1101501		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		85		要支援２		43649		44012		12		－

		1789		2111241		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		76		要支援１		43684		44043		12		－

		4876		2618923		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要介護２		43914		44255		12		－

		4299		4755260		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		78		要支援２		43879		44227		12		－

		1222		6731414		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		77		要介護２		43642		43982		12		－

		1086		14907127		間質性肺炎 カンシツセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要介護５		43637		43982		12		－

		2119		3172643		癌性胸膜炎 ガンセイ キョウマク エン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護３		43712		44043		12		－

		1851		2581621		関節症 カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43697		44012		12		－

		4469		530336		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43887		44227		12		－

		3779		626317		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43838		44196		12		－

		4418		637459		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援２		43886		44227		12		－

		4370		661546		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43882		44227		12		－

		1432		796689		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要介護１		43658		44012		12		－

		644		927554		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43613		43951		12		－

		1063		1324586		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要介護３		43635		43982		12		－

		2230		1362542		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援２		43718		44074		12		－

		2382		1393987		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要介護３		43728		44074		12		－

		2487		1684990		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43735		44074		12		－

		2937		2052741		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要介護１		43770		44104		12		－

		4532		2141728		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要介護２		43889		44227		12		－

		3276		2197928		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43795		44135		12		－

		3486		2301385		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43810		44135		12		－

		695		2847825		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43614		43951		12		－

		2277		3489027		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43721		44074		12		－

		2401		3835162		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要介護４		43728		44074		12		－

		393		4376030		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要介護５		43595		43921		12		－

		612		4700481		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要介護１		43609		43769		6		－

		4875		5197481		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43914		44255		12		－

		1237		6192017		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43644		43982		12		－

		3016		6440789		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43775		44135		12		－

		4444		6800181		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要介護２		43887		44196		12		－

		1642		7997272		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		68		要支援２		43672		44012		12		－

		4347		8648735		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43880		44227		12		－

		3085		8776423		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43781		44135		12		－

		4590		9809601		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43894		44227		12		－

		4655		10040463		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護２		43896		44255		12		－

		3200		10195807		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援２		43791		44135		12		－

		3140		11419261		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		69		要支援１		43788		44135		12		－

		321		11768134		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		70		要支援１		43593		43921		12		－

		4133		13109308		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43861		44196		12		－

		2060		17195531		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43711		44043		12		－

		1866		17583865		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43698		44043		12		－

		77		17889910		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43564		43890		12		－

		3099		18315914		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43782		44135		12		－

		4003		19929504		関節リウマチ カンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		68		要支援２		43858		44196		12		－

		44		6309429		関節リウマチ、骨粗しょう症、橈骨遠位端骨折、腹部大動脈瘤術後 カンセツ コツソショウショウ トウコツ エンイタン コッセツ フクブ ダイドウミャクリュウ ジュツゴ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43560		43890		12		－

		45		7937512		関節リウマチ、脊柱管狭窄 カンセツ セキチュウカン キョウサク		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要介護２		43560		43890		12		－

		589		15476073		完全房室ブロック カンゼン ボウシツ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		91		要支援２		43607		43921		12		－

		2993		17288766		完全房室ブロック カンゼン ボウシツ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		90		要介護１		43775		44074		12		－

		4304		2755785		肝臓がん カンゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護２		43879		44227		12		－

		3484		1821873		肝臓癌 カンゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護２		43809		44165		12		－

		258		8393206		肝臓癌 カンゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護２		43578		43921		12		－

		3293		2340411		冠動脈狭窄症 カンドウミャク キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要支援１		43796		44135		12		－

		3731		5528143		冠動脈硬化症 カンドウミャク コウカショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		94		要支援１		43837		44165		12		－

		948		4808835		冠動脈バイパス術後 カンドウミャク ジュツ ゴ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要介護３		43627		43982		12		－

		1073		15284719		肝内胆管がん カン ナイ タンカン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43635		43982		12		－

		639		1155334		肝膿瘍 カンノウヨウ		⑬その他 タ		男		78		要介護５		43613		43951		12		－

		4050		8952035		顔面骨骨折 ガンメン コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		94		要介護５		43858		44196		12		－

		4945		9000002644		顔面打撲 ガンメン ダボク		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		65		要介護１		43917		44255		12		脳血管疾患

		1011		1427261		肝門部胆管がん カンモン ブ タンカン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護２		43634		43951		12		－

		984		5674492		眼窩底骨折 ガン ソコ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要支援１		43630		43982		12		－

		593		7036353		気管支 キカンシ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		86		要支援１		43607		43921		12		－

		2914		3027694		気管支拡張症 キカンシ カクチョウ ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要介護３		43767		44104		12		－

		329		5469929		気管支拡張症 キカンシ カクチョウ ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		83		要介護１		43593		43738		6		－

		962		12392456		気管支出血 キカンシ シュッケツ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		85		要支援２		43628		43951		12		－

		4486		60291		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		81		要介護１		43889		44227		12		－

		1410		583413		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		82		要支援２		43656		44012		12		－

		4734		864919		気管支喘息 キカンシゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		83		要支援１		43901		44255		12		－

		498		1086677		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		89		要介護２		43600		43921		12		－

		4194		1326589		気管支喘息 キカンシゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		90		要支援２		43866		44196		12		－

		4544		1863151		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		87		要支援１		43893		44227		12		－

		1396		2790084		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		88		要支援１		43656		43982		12		－

		3922		8629021		気管支喘息 キカンシゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		89		要支援１		43852		44196		12		－

		3031		14581809		気管支喘息 キカンシゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		65		要支援２		43777		44135		12		－

		2419		19260976		気管支喘息 キカンシ ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要支援１		43728		44074		12		－

		3464		20021220		気管支喘息 キカンシゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		90		要介護４		43809		44135		12		－

		356		126811		気管支肺炎 キカンシ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要支援２		43593		43921		12		－

		1054		9423711		気胸 キキョウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		88		要介護３		43635		43982		12		－

		1333		11309156		気胸 キキョウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要支援２		43651		43982		12		－

		580		13537521		偽痛風 ギ ツウフウ		⑬その他 タ		女		79		要介護４		43607		43921		12		－

		155		4448693		逆流性食道炎、高血圧 ギャクリュウセイショクドウエン コウケツアツ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43565		43921		12		－

		579		11420774		急性胃潰瘍穿孔 キュウセイ イカイヨウ センコウ		⑬その他 タ		男		70		要介護３		43607		43921		12		－

		331		2075032		急性硬膜外血種 キュウセイ コウマクガイ ケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護２		43593		43921		12		－

		3508		392936		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護５		43812		44165		12		－

		71		850900		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要支援１		43564		43890		12		－

		1863		2083655		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護５		43698		44043		12		－

		2205		2266571		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要介護１		43718		43861		6		－

		1466		2631385		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカ ケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		92		要介護３		43662		44012		12		－

		4002		10054588		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		91		要介護１		43858		44196		12		－

		1951		14911078		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		68		要支援２		43704		44043		12		－

		4535		18956786		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護１		43889		44255		12		－

		966		833851		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマク シタ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護２		43628		43982		12		－

		1370		8243565		急性硬膜下血腫 キュウセイ コウマク シタ ケッシュ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要支援２		43655		43982		12		－

		207		14292297		急性骨髄性白血病 キュウセイ コツズイセイ ハッケツビョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護１		43571		43738		6		－

		1217		869422		急性心筋梗塞 キュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要支援２		43642		43982		12		－

		666		5669812		急性心筋梗塞 キュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要介護２		43613		43951		12		－

		3957		13191284		急性心筋梗塞 キュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		78		要支援２		43854		44196		12		－

		3986		17834606		急性心筋梗塞 キュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援１		43858		44196		12		－

		3770		871109		急性腎後性心不全 キュウセイ ジン ゴ セイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		76		要支援２		43838		44165		12		－

		773		8523339		急性腎後性腎不全 キュウセイ ジン ゴ セイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		86		要介護５		43616		43951		12		－

		310		2168421		急性腎障害 キュウセイ ジンショウガイ		⑬その他 タ		男		85		要介護４		43592		43921		12		－

		2261		2602008		急性腎障害 キュウセイ ジンショウガイ		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43719		44074		12		－

		4280		9169059		急性心不全 キュウセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		66		要介護１		43875		44043		6		－

		4175		9459111		急性心不全 キュウセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要介護３		43865		44227		12		－

		1641		2471302		急性腎不全 キュウセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		82		要介護２		43672		44012		12		－

		4069		267767		急性大動脈解離 キュウセイダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43859		44196		12		－

		3240		588083		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		女		97		要介護５		43791		44135		12		－

		2652		1392701		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャク カイリ		⑬その他 タ		男		77		要介護１		43749		44074		12		－

		845		3761029		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャク カイリ		⑬その他 タ		女		68		要支援１		43621		43951		12		－

		2128		7367759		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャク カイリ		⑬その他 タ		男		76		要介護３		43712		44043		12		－

		582		8652767		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャク カイリ		⑬その他 タ		男		68		要介護３		43607		43921		12		－

		3708		10070346		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		男		84		要介護３		43824		44165		12		－

		3474		13445120		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		男		84		要介護５		43809		44165		12		－

		3950		14414490		急性大動脈解離 キュウセイダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		女		72		要介護３		43854		44196		12		－

		3629		15537404		急性大動脈解離 キュウセイ ダイドウミャクカイリ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43819		44165		12		－

		553		182478		急性胆管炎 キュウセイ タンカン エン		⑬その他 タ		男		83		要介護２		43602		43951		12		－

		3078		5160227		急性胆管炎 キュウセイ タンカンエン		⑬その他 タ		男		72		要介護５		43781		44135		12		－

		3279		5488541		急性腸炎 キュウセイ チョウエン		⑬その他 タ		男		88		要介護４		43795		44135		12		－

		76		3003281		急性肺炎、廃用症候群 キュウセイ ハイエン ハイヨウショウコウグン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要介護５		43564		43890		12		－

		1680		98787		弓部大動脈瘤 キュウブ ダイドウミャクリュウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要介護１		43676		44043		12		－

		2275		3961711		喬出血 キョウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要介護５		43721		44074		12		－

		3951		71943		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要支援２		43854		44196		12		－

		2689		945757		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		77		要支援１		43754		44074		12		－

		2570		1374044		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		77		要支援１		43742		44074		12		－

		4827		1716506		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要支援１		43908		44255		12		－

		238		1767232		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要支援２		43574		43921		12		－

		533		2509482		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要支援１		43602		43921		12		－

		4708		2547945		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		93		要支援２		43901		44227		12		－

		1975		2751020		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要介護１		43704		44043		12		－

		2945		2865157		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要支援１		43770		44104		12		－

		4581		2982145		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		76		要介護１		43894		44196		12		－

		367		3236960		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		95		要支援２		43595		43921		12		－

		1414		3292541		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要支援１		43656		44012		12		－

		319		3730158		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要支援１		43593		43921		12		－

		1154		4113624		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		74		要支援１		43641		43982		12		－

		2204		4912110		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		79		要介護５		43718		44043		12		－

		755		5647193		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		75		要支援２		43616		43951		12		－

		1683		5786193		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要支援１		43676		44043		12		－

		4230		6334440		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援１		43868		44227		12		－

		1816		6360165		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要支援２		43686		43861		6		－

		4250		6811604		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要介護３		43873		44227		12		－

		4847		9337431		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		94		要支援１		43914		44227		12		－

		434		9444653		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要介護２		43599		43921		12		－

		972		10144897		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		90		要支援１		43628		43982		12		－

		661		10627782		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要支援２		43613		43951		12		－

		478		11912944		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要介護１		43599		43921		12		－

		3643		13158384		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		97		要介護１		43819		44165		12		－

		428		15563294		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援１		43599		43921		12		－

		417		16073525		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		70		要支援１		43599		43921		12		－

		468		16185129		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		73		要支援１		43599		43921		12		－

		792		16907040		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要支援１		43620		43951		12		－

		2681		19488312		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要支援１		43753		44104		12		－

		2015		19742009		狭心症 キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		88		要支援１		43707		44043		12		－

		929		3612643		胸髄症 キョウズイ ショウ		⑬その他 タ		男		76		要支援１		43627		43951		12		－

		1036		9468854		胸髄症術後 キョウズイショウ ジュツゴ		⑬その他 タ		女		77		要介護３		43635		43951		12		－

		2463		1551876		胸水貯留 キョウ スイ チョリュウ		⑬その他 タ		男		85		要介護４		43733		44074		12		－

		4932		4080459		胸腺癌 キョウセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要支援１		43917		44255		12		－

		3167		11271213		胸腺癌 キョウセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援２		43789		44135		12		－

		1458		4243528		胸椎・腰椎圧迫骨折 キョウツイ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		87		要支援１		43662		43982		12		－

		3675		126268		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		91		要支援２		43823		44165		12		－

		330		165841		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護２		43593		43921		12		－

		1669		255840		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護１		43676		43830		6		－

		2305		377759		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要支援１		43725		44074		12		－

		4838		611603		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援２		43908		44255		12		－

		4285		805777		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		92		要支援１		43875		44227		12		－

		1427		1273078		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要介護４		43658		44012		12		－

		3312		1544969		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		98		要介護４		43796		44135		12		－

		4852		2086328		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援２		43914		44255		12		－

		2093		2371499		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43711		44074		12		－

		4049		2496852		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		93		要介護４		43858		44196		12		－

		102		2975955		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		87		要支援２		43564		43890		12		－

		4102		3488616		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43859		44196		12		－

		2707		4253779		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護５		43754		44104		12		－

		2662		4361296		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護３		43749		44104		12		－

		1002		4405684		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援１		43630		43982		12		－

		1313		4423364		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要支援１		43649		43982		12		－

		341		4470443		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		90		要介護２		43593		43921		12		－

		3523		4712269		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援１		43816		44135		12		－

		1780		5568153		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護２		43684		44043		12		－

		4390		5652359		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援２		43882		44227		12		－

		279		5763657		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援１		43579		43921		12		－

		3263		5900093		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要支援２		43795		44135		12		－

		1938		6224784		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援２		43704		44043		12		－

		4911		6889981		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援２		43915		44255		12		－

		274		7930500		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援１		43579		43890		12		－

		2738		8618372		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43756		44104		12		－

		3294		12549932		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援１		43796		44135		12		－

		4279		12564621		胸椎圧迫骨折 キョウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護３		43875		44227		12		－

		3431		15420248		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		66		要支援２		43805		44135		12		－

		4399		16548927		胸椎圧迫骨折 キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援２		43886		44196		12		－

		2995		15542327		胸椎黄色靭帯肥厚 キョウツイ オウショク ジンタイ ヒコウ		⑬その他 タ		男		83		要支援１		43775		44104		12		－

		50		5466831		胸椎陳旧性圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、 キョウツイ チンキュウセイ アッパク コッセツ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援２		43560		43890		12		－

		3500		170607		胸椎椎体骨折 キョウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43810		44165		12		－

		982		1478419		胸椎椎体骨折 キョウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43630		43921		12		－

		368		7228899		胸椎椎体骨折 キョウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援１		43595		43921		12		－

		3434		13547721		胸椎椎体骨折 キョウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要介護４		43805		44135		12		－

		4459		2427699		胸椎転移性骨腫瘍 キョウツイ テンイセイ コツシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護１		43887		44043		6		－

		4434		624748		胸椎破裂骨折 キョウツイ ハレツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護５		43886		44227		12		－

		1162		2502739		脅迫神経症 キョウハク シンケイショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援２		43641		43982		12		－

		4320		2605503		胸部腫瘤 キョウブ シュリュウ		⑬その他 タ		男		90		要介護３		43879		44227		12		－

		68		5657865		胸部食道がん、高血圧症、狭心症、大腸癌術後 キョウブ ショクドウ コウケツアツ ショウ キョウシンショウ ダイチョウ ガン ジュツゴ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護２		43564		43890		12		－

		458		9670033		胸部大動脈 キョウブ ダイドウミャク		⑬その他 タ		男		82		要介護２		43599		43921		12		－

		2855		2082705		胸部大動脈瘤 キョウブ ダイドウミャクリュウ		⑬その他 タ		女		74		要支援１		43767		44104		12		－

		3482		9027840		胸部大動脈瘤 キョウブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		男		84		要介護３		43809		44165		12		－

		3004		11281553		胸部大動脈瘤 キョウブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		男		73		要介護５		43775		44135		12		－

		2206		15760057		胸部大動脈瘤 キョウブ ダイドウミャクリュウ		⑬その他 タ		男		74		要介護３		43718		44043		12		－

		4629		17916911		胸部大動脈瘤 キョウブ ダイドウミャクリュウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43894		44255		12		－

		3907		3019179		胸膜炎 キョウマク エン		⑬その他 タ		男		86		要介護２		43847		44196		12		－

		920		12291331		虚血性拡張型心筋症 キョケツセイ カクチョウガタ シンキンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		69		要支援１		43627		43951		12		－

		4274		810878		虚血性心疾患 キョケツセイ シンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要支援１		43875		44227		12		－

		852		2153068		虚血性心疾患 キョケツセイシンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		86		要支援１		43621		43951		12		－

		3066		8431841		虚血性心疾患 キョケツセイシンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		92		要支援１		43781		44135		12		－

		2075		13361066		虚血性心疾患 キョケツセイ シンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		78		要介護３		43711		44043		12		－

		2426		13830007		虚血性心疾患 キョケツセイ シンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要介護１		43732		44043		12		－

		1001		15022854		虚血性心疾患 キョケツセイシンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		90		要支援２		43630		43982		12		－

		4425		5620902		虚血性心不全 キョケツセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		84		要介護１		43886		44043		6		－

		1549		455067		虚血性脳血管障害 キョケツセイ ノウ ケッカン ショウガイ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		96		要介護５		43665		44012		12		－

		1278		12201952		虚血性脳血管障害 キョケツセイ ノウ ケッカン ショウガイ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要支援１		43648		43982		12		－

		1373		12225916		筋萎縮症側索硬化症 キンイシュクショウ ソクサク コウカ ショウ		⑬その他 タ		男		70		要支援２		43655		43982		12		－

		3645		3977838		筋萎縮性側索硬化症 キンイシュクセイソクサクコウカショウ		⑬その他 タ		男		78		要支援２		43819		44165		12		－

		1700		9338179		筋強直性ジストロフィー キン キョウ チョク セイ		⑬その他 タ		男		66		要支援１		43679		44012		12		－

		3130		3040071		筋ジストロフィー キン		⑬その他 タ		女		74		要介護５		43784		44135		12		－

		2749		247502		筋力低下 キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		87		要支援１		43756		44104		12		－

		1770		726303		筋力低下 キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		87		要支援１		43684		44043		12		－

		477		6771114		苦痛症 クツウ ショウ		⑬その他 タ		女		71		要介護１		43599		43921		12		－

		2210		219452		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要支援１		43718		44074		12		－

		4577		916668		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護４		43893		44227		12		－

		1497		1441655		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護２		43663		44012		12		－

		199		1541030		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護４		43571		43921		12		－

		3009		2580390		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		69		要支援２		43775		44135		12		－

		3323		2712971		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要支援２		43798		44135		12		－

		4603		2831104		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護５		43894		44227		12		－

		537		2875870		くも膜下出血 マクカ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		70		要介護５		43602		43921		12		－

		2370		3060322		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		66		要介護２		43728		44043		12		－

		2673		3307972		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要介護４		43753		44074		12		－

		3863		5400261		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		73		要介護４		43845		44196		12		－

		3547		9148540		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護４		43816		44165		12		－

		4769		9686142		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援１		43903		44255		12		－

		4417		12421286		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		70		要介護５		43886		44227		12		－

		1336		14183854		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要介護５		43651		43982		12		－

		4329		14482266		くも膜下出血 マクカ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要介護１		43880		44196		12		－

		1398		14888238		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要介護１		43656		43982		12		－

		2346		15383202		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護５		43726		44074		12		－

		4344		18406422		くも膜下出血 マクカ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護５		43880		44227		12		－

		503		18630453		くも膜下出血 マクカ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		68		要介護５		43600		43921		12		－

		858		19882508		くも膜下出血 マクカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		91		要介護５		43621		43951		12		－

		4395		13339524		くも膜下出血後遺症 マクカ シュッケツ コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護３		43882		44227		12		－

		1829		13385917		くも膜下出血 マッカシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援１		43686		44043		12		－

		2516		5696330		クローン病 ビョウ		⑬その他 タ		女		69		要支援２		43739		44074		12		－

		2966		4488334		脛骨悪性骨腫瘍 ケイコツ アクセイ コツ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要支援１		43774		44104		12		－

		924		5483115		頚骨高原骨折 ケイコツ コウゲン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護２		43627		43951		12		－

		1144		6795544		頸髄後縦靭帯骨化症 ケイズイ コウジュウジンタイ コツ カ ショウ		⑬その他 タ		男		81		要介護１		43641		43738		6		－

		3899		1445600		頚髄症 ケイズイショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		78		要介護４		43847		44196		12		－

		3026		12884995		頚髄症 ケイズイショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		81		要支援１		43777		44104		12		－

		995		7184921		頸髄症 ケイズイ ショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		86		要介護２		43630		43982		12		－

		4659		1410334		頚髄損傷 ケイズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		87		要介護３		43896		44255		12		－

		3858		18119936		頚髄損傷 ケイズイソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		女		76		要介護２		43845		44196		12		－

		1133		16054504		頸髄損傷 ケイズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		81		要介護５		43637		43982		12		－

		1202		19893915		頸髄損傷 ケイズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		70		要介護４		43642		43982		12		－

		81		9292781		頚髄損傷、認知症 ケイズイ ソンショウ ニンチショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		85		要介護４		43564		43890		12		－

		2741		6435823		痙性対麻痺 ケイセイ ツイマヒ		⑬その他 タ		男		80		要支援２		43756		44104		12		－

		552		2171597		頸椎後靭帯骨化症 ケイツイ ウシ ジンタイ コツ カ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要支援２		43602		43951		12		－

		4766		11840579		頸椎化膿性脊椎炎 ケイツイ カノウセイ セキツイエン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要介護５		43903		44255		12		－

		127		9991786		頸椎骨折 ケイツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		70		要支援２		43565		43890		12		－

		3895		10403949		頸椎骨折 ケイツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		94		要介護３		43847		44196		12		－

		4251		1033255		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援２		43873		44227		12		－

		1492		4908783		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援１		43663		44012		12		－

		4233		7820763		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要介護１		43873		44196		12		－

		1768		9108289		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43684		44012		12		－

		4656		9341064		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43896		44255		12		－

		696		12425443		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43614		43951		12		－

		2679		17814614		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		75		要介護２		43753		44104		12		－

		2982		18620018		頚椎症 ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43774		44135		12		－

		1038		7127693		頸椎症 ケイツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要介護４		43635		43982		12		－

		1094		2888173		頚椎症性神経根症 ケイツイショウ セイ シンケイ コン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援２		43637		43982		12		－

		3226		664791		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウセイセキズイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43791		44135		12		－

		2550		2238624		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウ セイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		68		要支援１		43740		44104		12		－

		1670		3010244		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウ セイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要介護４		43676		44012		12		－

		4537		7209657		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウセイセキズイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		68		要介護５		43893		44227		12		－

		4658		10777741		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウセイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要介護２		43896		44255		12		－

		3854		17416288		頚椎症性脊髄症 ケイツイショウセイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		75		要介護１		43845		43982		6		－

		3903		1562703		頸椎症性脊髄症 ケイツイ ショウ セイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要介護４		43847		44196		12		－

		157		4877357		頸椎症性脊髄症 ケイツイ ショウ セイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		77		要支援１		43567		43890		12		－

		4795		8439681		頸椎症性脊髄症 ケイツイショウセイセキズイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43907		44255		12		－

		4037		16342216		頸椎症性脊髄症 ケイツイ ショウ セイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		69		要支援２		43858		44196		12		－

		4353		11268841		頚椎症性脊髄症脊髄症 ケイツイショウセイ セキズイ ショウ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要介護２		43880		44227		12		－

		4076		11237104		頸椎損傷 ケイツイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		83		要支援２		43859		44196		12		－

		1723		2586436		頚椎脱臼骨折 ケイツイ ダッキュウ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要介護５		43679		44043		12		－

		2674		9000002528		頚椎椎間板症 ケイツイ ツイカンバン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要介護４		43753		44074		12		－

		4610		531197		頸椎椎体骨折 ケイツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43894		44043		6		－

		2957		19189706		頚椎捻挫 ケイツイ ネンザ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要支援２		43770		44135		12		－

		1974		11784211		頸動脈狭窄症 ケイドウミャク キョウサクショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		89		要支援１		43704		44043		12		－

		4140		5926921		軽度サルコペニア ケイド		⑬その他 タ		男		69		要支援１		43861		44227		12		－

		1654		10836560		軽度精神障害 ケイド セイシン ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		65		要介護２		43672		44012		12		－

		2862		2388502		軽度認知機能障害 ケイド ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護２		43767		44104		12		－

		159		2698927		軽度認知機能障害 ケイド ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要支援１		43567		43890		12		－

		2272		8700664		軽度認知機能障害 ケイド ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43721		44074		12		－

		2857		15985245		軽度認知機能障害 ケイド ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43767		44104		12		－

		1541		18793471		軽度認知機能障害 ケイド ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43665		44012		12		－

		914		4642155		軽度認知機能低下 ケイド ニンチ キノウ テイカ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43627		43921		12		－

		2883		15054438		軽度認知機能低下 ケイド ニンチ キノウ テイカ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護１		43767		44104		12		－

		2501		438499		軽度認知症 ケイド ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要支援１		43739		44074		12		－

		4093		121789		軽度認知障害 ケイド ニンチショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43859		44196		12		－

		4410		1403133		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要支援１		43886		44227		12		－

		1043		1680561		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43635		43982		12		－

		3394		2408929		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		男		78		要介護１		43803		44135		12		－

		1244		3677524		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43644		43982		12		－

		1268		5595851		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43648		43982		12		－

		4366		6910572		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43882		44227		12		－

		963		7311214		軽度認知障害 ケイド ニンチショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43628		43951		12		－

		359		10632832		軽度認知障害 ケイド ニンチショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要支援１		43593		43921		12		－

		4236		18845888		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43873		44196		12		－

		602		19842891		軽度認知障害 ケイド ニンチ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護３		43609		43921		12		－

		2737		8255024		頚部骨折 ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護２		43756		44104		12		－

		52		16951358		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護４		43560		43890		12		－

		846		8991341		頸部脊柱管狭窄症 ケイブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		74		要支援２		43621		43951		12		－

		2896		3619010		結核 ケッカク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		83		要介護５		43767		44104		12		－

		340		727482		血管性認知症 ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43593		43921		12		－

		1511		1120590		血管性認知症 ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43665		44012		12		－

		4273		16298454		血管性認知症 ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護２		43875		44227		12		－

		4836		8982309		血小板増多症 ケッショウバン ゾウタ ショウ		⑬その他 タ		女		91		要介護２		43908		44255		12		－

		2497		695084		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要支援１		43739		44043		12		－

		2879		750981		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護５		43767		44104		12		－

		2047		940186		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		90		要介護４		43707		44074		12		－

		2623		2243792		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護２		43747		44074		12		－

		2968		2410699		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護４		43774		44104		12		－

		2289		4846036		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要支援１		43725		44043		12		－

		2799		5600928		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要介護５		43763		44104		12		－

		630		5633851		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要支援１		43613		43951		12		－

		2753		6186777		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要介護２		43756		44104		12		－

		2717		17376268		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		68		要介護５		43756		44104		12		－

		332		17467425		結腸癌 ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護３		43593		43921		12		－

		4053		5831041		結腸癌 ケツ チョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護３		43858		44196		12		－

		534		4752163		幻覚妄想状態 ゲンカク モウソウ ジョウタイ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43602		43921		12		－

		532		1919539		原発性肺がん ゲンパツセイ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援２		43602		43921		12		－

		4271		622630		原発性マクログロブリン血症 ゲンパツ セイ ケッショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護１		43875		44196		12		－

		3316		843610		原発不明癌 ゲンパツ フメイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護４		43796		44165		12		－

		953		12425541		原発不明癌 ゲンパツ フメイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護２		43627		43982		12		－

		1504		11739517		原発不明雁 ゲンパツ フメイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護５		43663		44012		12		－

		361		561991		原発不明癌終末期 ゲンパツ フメイ ガン シュウマツキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護２		43593		43951		12		－

		2148		6119824		高エネルギー外傷 コウ ガイショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護２		43712		44043		12		－

		1425		977322		高カルシウム血症 コウ ケッショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護３		43658		43982		12		－

		4834		397091		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43908		44255		12		－

		1113		509043		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		男		87		要介護１		43637		43982		12		－

		3992		717100		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43858		44196		12		－

		4820		749966		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		女		79		要支援２		43908		44227		12		－

		3406		990787		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		86		要介護２		43803		44135		12		－

		3661		1149873		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		男		81		要支援１		43823		44165		12		－

		3245		1400878		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43795		44135		12		－

		3758		1634666		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		男		92		要支援１		43837		44196		12		－

		3757		1634674		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43837		44196		12		－

		3701		2000326		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43824		44165		12		－

		1114		2028387		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		男		87		要支援２		43637		43982		12		－

		4328		2239884		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		84		要支援２		43880		44165		12		－

		1341		2774208		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		男		88		要支援２		43651		43982		12		－

		3266		3247902		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43795		44135		12		－

		4604		4589777		高血圧 コウ ケツアツ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43894		44227		12		－

		3309		5182760		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		男		84		要支援２		43796		44135		12		－

		4092		6423841		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43859		44196		12		－

		3501		7659725		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		80		要介護１		43810		44165		12		－

		3535		10277552		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43816		44165		12		－

		3373		14428377		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		97		要支援１		43802		44135		12		－

		4088		16278950		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		79		要支援２		43859		44196		12		－

		4727		16577586		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		94		要支援１		43901		44255		12		－

		3074		19877935		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		80		要介護１		43781		44135		12		－

		3212		9000002566		高血圧 コウケツアツ		⑬その他 タ		女		79		要介護２		43791		44135		12		－

		1028		17390830		高血圧、糖尿病 コウケツアツ トウニョウビョウ		⑬その他 タ		男		92		要支援１		43634		43982		12		－

		105		208078		高血圧、めまい症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43564		43890		12		－

		65		6707459		高血圧、腰痛（ベッドからの転落） コウケツアツ ヨウツウ テンラク		⑬その他 タ		男		75		要介護４		43560		43921		12		－

		1206		19372		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要介護１		43642		43982		12		－

		1849		95583		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援２		43697		44012		12		－

		2918		238210		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		97		要支援２		43767		44104		12		－

		3622		289019		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43819		44165		12		－

		4845		345181		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		90		要支援１		43908		44255		12		－

		4168		477885		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		87		要支援１		43865		44196		12		－

		2597		517411		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43746		44104		12		－

		1725		519707		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		68		要支援１		43679		44043		12		－

		3322		538132		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		87		要支援１		43798		44135		12		－

		4197		540943		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		87		要支援１		43866		44227		12		－

		4427		544370		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要介護１		43886		44227		12		－

		3718		559270		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要介護３		43824		44165		12		－

		4589		562769		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43894		44227		12		－

		969		581593		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要介護２		43628		43982		12		－

		108		663816		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43564		43921		12		－

		2880		814393		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援１		43767		44104		12		－

		1589		877573		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43669		44012		12		－

		351		909581		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		93		要介護１		43593		43921		12		－

		1884		911101		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		78		要支援２		43700		44043		12		－

		1819		924458		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43686		44043		12		－

		4393		977179		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要介護１		43882		44227		12		－

		2604		1104691		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43746		44104		12		－

		4916		1156675		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		81		要支援１		43915		44255		12		－

		1617		1170708		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		96		要介護５		43670		44012		12		－

		1238		1198696		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43644		43982		12		－

		1306		1276786		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援１		43649		43982		12		－

		4793		1282166		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援１		43907		44255		12		－

		2726		1328603		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43756		44104		12		－

		3959		1418688		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43854		44196		12		－

		3761		1476475		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43837		44196		12		－

		3710		1491377		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		78		要支援２		43824		44165		12		－

		2488		1639617		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43735		44074		12		－

		2865		1742116		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要介護２		43767		44104		12		－

		1771		1858131		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援１		43684		44043		12		－

		2953		1868039		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		81		要支援１		43770		44135		12		－

		2614		1872494		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		86		要介護１		43746		44104		12		－

		4490		2079330		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43889		44227		12		－

		2226		2081113		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43718		44074		12		－

		4477		2176190		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		74		要介護１		43889		44074		12		－

		2211		2188112		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		79		要支援１		43718		44074		12		－

		3888		2276801		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43847		44165		12		－

		4436		2301377		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		85		要支援２		43886		44227		12		－

		4364		2411687		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		92		要介護１		43882		44227		12		－

		2847		2478501		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		93		要介護１		43763		44104		12		－

		4372		2510324		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43882		44227		12		－

		3623		2539845		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		83		要支援２		43819		44165		12		－

		2300		2555999		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43725		44074		12		－

		2219		2559927		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43718		44074		12		－

		2872		2560038		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43767		44104		12		－

		4822		2565137		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43908		44255		12		－

		3768		2608677		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		90		要介護１		43838		44165		12		－

		1800		2613182		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		68		要介護１		43686		43830		6		－

		1372		2621304		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		90		要支援１		43655		43982		12		－

		4500		2622891		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		96		要支援１		43889		44227		12		－

		3750		2661659		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43837		44196		12		－

		1933		2732157		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要介護１		43704		44043		12		－

		2055		2806673		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43711		44043		12		－

		2029		2806681		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43707		44043		12		－

		2544		2808951		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		92		要支援１		43740		44074		12		－

		3587		2839415		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43817		44165		12		－

		2947		2865149		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援１		43770		44104		12		－

		2469		2876574		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		90		要介護１		43735		44074		12		－

		4070		2991080		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43859		44196		12		－

		1879		3002420		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援１		43700		44012		12		－

		2733		3053156		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		75		要支援１		43756		44104		12		－

		2578		3187616		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43746		44043		12		－

		2027		3211151		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		79		要介護１		43707		44043		12		－

		2042		3268101		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		79		要介護２		43707		44043		12		－

		3335		3377768		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		95		要支援１		43798		44135		12		－

		2425		3478084		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		74		要支援１		43732		44043		12		－

		1613		3595480		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		80		要介護２		43670		44012		12		－

		4564		3638073		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護５		43893		44227		12		－

		1766		3746500		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43684		44012		12		－

		4525		3807835		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		72		要介護４		43889		44227		12		－

		3231		4388151		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43791		44135		12		－

		4446		4691423		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		69		要介護２		43887		44227		12		－

		3324		4724968		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要介護１		43798		44135		12		－

		3883		4759699		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		69		要支援１		43847		44165		12		－

		4319		4768159		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43879		44227		12		－

		2072		5031672		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護１		43711		44043		12		－

		2360		5140901		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		86		要支援１		43726		44074		12		－

		1735		5244366		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43683		44012		12		－

		4190		5280711		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43866		44196		12		－

		1311		5537037		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		91		要支援２		43649		43982		12		－

		1842		5537045		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		92		要支援１		43697		43982		12		－

		2002		5559481		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		78		要介護３		43705		44043		12		－

		1953		5635101		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援１		43704		44043		12		－

		2245		5774110		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		91		要支援１		43719		44043		12		－

		4545		5926262		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		71		要支援１		43893		44227		12		－

		3091		5974178		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43782		44104		12		－

		2751		5976570		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		91		要支援２		43756		44104		12		－

		2842		6699251		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		86		要介護１		43763		44104		12		－

		2031		6987290		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援１		43707		44043		12		－

		4862		7245122		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43914		44255		12		－

		1261		7312571		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43644		44012		12		－

		547		7402538		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		83		要介護１		43602		43921		12		－

		2986		7959125		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		96		要介護５		43774		44135		12		－

		3453		7970498		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護１		43805		44165		12		－

		2198		8232105		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援２		43718		44012		12		－

		2697		8343942		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		78		要支援１		43754		44104		12		－

		4560		8589780		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		90		要支援１		43893		44227		12		－

		2293		8712379		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43725		44074		12		－

		3343		9224131		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		89		要支援１		43798		44135		12		－

		4573		9228063		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		89		要介護２		43893		44227		12		－

		2322		9334211		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		94		要支援１		43726		44074		12		－

		263		9400729		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		66		要介護２		43578		43921		12		－

		4451		10064532		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		76		要支援２		43887		44227		12		－

		1846		10146458		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援２		43697		44012		12		－

		2297		11779497		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		81		要介護２		43725		44074		12		－

		1629		12706850		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43670		44012		12		－

		1769		12793981		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援２		43684		44012		12		－

		2841		13443453		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43763		44104		12		－

		2967		13672321		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援１		43774		44104		12		－

		2728		13836609		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要介護１		43756		44104		12		－

		2474		13912631		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援２		43735		44074		12		－

		2672		14226031		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43753		44074		12		－

		4383		14278243		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43882		44227		12		－

		4592		14799308		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43894		44227		12		－

		1873		14966905		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		82		要介護１		43698		44043		12		－

		857		15714578		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		91		要介護２		43621		43951		12		－

		2084		15828131		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援２		43711		44043		12		－

		4039		16074033		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43858		44196		12		－

		2153		16587311		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		73		要介護４		43712		44074		12		－

		2608		16665703		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43746		44104		12		－

		3561		16779900		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		76		要介護１		43817		44165		12		－

		1793		17386768		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		92		要支援１		43684		44043		12		－

		1455		17710797		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		78		要介護１		43662		43769		6		－

		1835		17960180		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43686		44043		12		－

		2162		18045179		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		95		要支援１		43712		44074		12		－

		2379		18230910		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		79		要介護１		43728		44074		12		－

		4554		18698037		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43893		44227		12		－

		3919		18989030		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		73		要支援１		43852		44196		12		－

		4018		19120168		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		88		要介護１		43858		44196		12		－

		1260		19503243		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		男		87		要支援１		43644		44012		12		－

		2905		19547043		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		74		要介護１		43767		44104		12		－

		1130		19622411		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援２		43637		43982		12		－

		4527		19719179		高血圧症 コウケツアツ ショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43889		44227		12		－

		1357		19810234		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43651		44012		12		－

		1827		19938993		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		80		要支援１		43686		44043		12		－

		2312		19970204		高血圧症 コウケツアツショウ		⑬その他 タ		女		87		要介護２		43725		44074		12		－

		40		891827		高血圧症、2型糖尿病、逆流性食道炎、慢性胃炎（腰部圧迫骨折） コウケツアツショウ ガタトウニョウビョウ ギャクリュウセイ ショクドウエン マンセイ イエン ヨウブ アッパク コッセツ		⑬その他 タ		男		85		要支援２		43560		43890		12		－

		4691		15984095		高血圧脳症 コウケツアツ ノウショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援１		43900		44255		12		－

		3801		2731665		抗糸球体基底膜腎炎 コウ シキュウタイ キテイマク ジンエン		⑬その他 タ		女		76		要介護４		43840		44196		12		－

		2881		2983125		高脂血症 コウシケッショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43767		44104		12		－

		1645		3317056		高脂血症 コウシケッショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43672		44012		12		－

		3277		640832		高脂血症 コウシケツショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43795		44135		12		－

		3937		2939517		高脂血症 コウシケツショウ		⑬その他 タ		男		88		要介護１		43852		44196		12		－

		2113		3629775		高次脳機能障害 コウジノウキノウ ショウガイ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		89		要介護４		43712		44043		12		－

		1515		2052733		甲状腺悪性腫瘍 コウジョウセン アクセイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護２		43665		44012		12		－

		1426		19903566		甲状腺がん コウジョウセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護１		43658		43799		6		－

		1596		5753422		甲状腺癌 コウジョウセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要支援１		43670		44012		12		－

		3190		2701588		甲状腺機能低下 コウジョウセンキノウ テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		82		要支援１		43791		44135		12		－

		306		1270796		甲状腺機能低下症 コウジョウセンキノウテイカ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		84		要支援１		43592		43921		12		－

		2547		5627346		甲状腺機能低下症 コウジョウセン キノウ テイカ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		79		要介護２		43740		44074		12		－

		4331		14491427		甲状腺機能低下症 コウジョウセン キノウ テイカ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		85		要支援１		43880		44196		12		－

		4586		19261037		甲状腺機能低下症 コウジョウセンキノウテイカショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		92		要支援１		43894		44227		12		－

		3999		19645176		甲状腺機能低下症 コウジョウセンキノウテイカショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		88		要支援１		43858		44196		12		－

		2009		16659388		甲状腺クリーゼ コウジョウセン		⑬その他 タ		女		80		要支援１		43707		44043		12		－

		2171		3557391		口頭癌 コウトウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43712		44074		12		－

		3162		15185923		口頭癌 コウトウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護２		43789		44104		12		－

		446		18116051		喉頭がん コウトウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要支援２		43599		43921		12		－

		2903		18551023		高度房室ブロック コウド ボウシツ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要介護１		43767		44104		12		－

		489		5820456		高尿酸血症 コウ ニョウサン ケッショウ		⑬その他 タ		男		77		要支援２		43599		43951		12		－

		1847		15484106		更年期精神障害 コウネンキ セイシン ショウガイ		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43697		44012		12		－

		3906		12335100		後腹膜脂肪肉腫 コウフクマク シボウ ニクシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護３		43847		44196		12		－

		3319		15421201		硬膜外血種 コウマクガイケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		90		要介護１		43798		44135		12		－

		4703		1355911		硬膜下血種 コウマクカ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護１		43901		44196		12		－

		2381		808164		硬膜下血腫 コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護４		43728		44074		12		－

		4522		2235307		硬膜下血腫 コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護１		43889		44227		12		－

		3934		2290758		硬膜下血腫 コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要支援１		43852		44196		12		－

		2858		2557622		硬膜下血腫 コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護２		43767		44104		12		－

		4628		2649772		肛門部胆管癌 コウモン ブ タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要支援１		43894		44255		12		－

		2411		4591283		肛門部胆管癌 コウモン ブ タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護３		43728		44074		12		－

		3877		16331290		肛門部胆管癌 コウモン ブ タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護２		43845		44196		12		－

		4152		335134		誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		92		要介護５		43861		44227		12		－

		2876		416592		誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要介護５		43767		44104		12		－

		578		652792		誤嚥性肺炎 ゴエンセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		89		要介護５		43606		43951		12		－

		4493		942286		誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要介護５		43889		44227		12		－

		4083		12893218		誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		95		要介護４		43859		44196		12		－

		88		848719		誤嚥性肺炎、胃癌 ゴエンセイ ハイエン イガン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		89		要介護３		43564		43890		12		－

		3178		14028166		股関節骨折 コカンセツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43789		44135		12		－

		1135		1545591		股関節症 コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43637		43982		12		－

		1068		1669524		股関節人工関節置換術後 コカンセツ ジンコウ カンセツ チカン ジュツゴ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43635		43982		12		－

		1781		4293983		呼吸困難 コキュウ コンナン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		86		要介護２		43684		44043		12		－

		4157		5123356		腰圧迫骨折 コシ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援１		43865		44165		12		－

		4374		12986135		腰圧迫骨折 コシ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要介護３		43882		44227		12		－

		3235		32310		腰仙椎不全骨折 コシ センツイ フゼン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援２		43791		44135		12		－

		1899		1955799		骨髄異形形成症候群 コツズイ イギョウ ケイセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		78		要支援２		43700		44043		12		－

		2005		440841		骨髄異形成症候群 コツズイイケイセイショウコウグン		⑬その他 タ		男		78		要介護４		43705		44043		12		－

		4685		2656817		骨髄異形成症候群 コツズイ イケイセイショウコウグン		⑬その他 タ		男		86		要介護１		43900		44074		6		－

		1454		5548985		骨髄異形成症候群 コツズイ イケイセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43658		44012		12		－

		1523		5553181		骨髄異形成症候群 コツズイイケイセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		70		要介護２		43665		44012		12		－

		4900		9142738		骨髄異形成症候群 コツズイイケイセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		69		要介護２		43915		44255		12		－

		408		12221783		骨髄異形成症候群 コツズイ イケイセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		83		要介護３		43595		43921		12		－

		4871		19924261		骨髄異形成症候群 コツズイ イケイセイショウコウグン		⑬その他 タ		男		78		要介護５		43914		44255		12		－

		2082		20702		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43711		44043		12		－

		2878		332020		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43767		44104		12		－

		2155		479187		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43712		44074		12		－

		2159		772577		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要介護３		43712		44074		12		－

		2628		1361694		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護１		43747		43921		6		－

		2156		1425498		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護４		43712		44074		12		－

		2407		2250390		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護４		43728		44074		12		－

		4485		4602773		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43889		44227		12		－

		2004		5657679		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要介護５		43705		43861		6		－

		4502		11479884		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要介護１		43889		44043		6		－

		4487		12895164		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護１		43889		44043		6		－

		1822		14465558		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護４		43686		44043		12		－

		2448		16219627		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護２		43732		44074		12		－

		2070		17327528		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要支援２		43711		44043		12		－

		2551		17808045		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援２		43740		44104		12		－

		2984		18501832		骨折 コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護４		43774		44135		12		－

		2284		562726		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43721		44074		12		－

		2482		579912		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		81		要介護２		43735		44074		12		－

		2925		990647		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		87		要介護１		43770		44104		12		－

		1945		2199858		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		80		要支援２		43704		44043		12		－

		4338		2467798		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43880		44227		12		－

		2290		3355039		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		80		要支援１		43725		44043		12		－

		2776		7955499		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		76		要介護２		43761		44104		12		－

		2553		9060511		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43740		44104		12		－

		2797		9156895		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		79		要支援２		43763		44104		12		－

		2969		9307664		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43774		44104		12		－

		1857		10477551		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43697		44043		12		－

		2460		15062651		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援１		43733		44074		12		－

		2823		16548977		骨粗しょう症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		92		要支援２		43763		44104		12		－

		548		736104		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		78		要支援２		43602		43921		12		－

		3289		791750		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43796		44104		12		－

		109		927511		骨粗鬆症 コツ ソショウ ショウ		⑬その他 タ		女		89		要介護１		43564		43921		12		－

		3964		942014		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		91		要介護１		43854		44196		12		－

		3496		1135082		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43810		44165		12		－

		4746		1218654		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43903		44227		12		－

		4660		1410342		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援２		43896		44255		12		－

		4926		1747193		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43915		44255		12		－

		352		1784854		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		94		要支援２		43593		43921		12		－

		4109		2445972		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		男		95		要介護１		43859		44196		12		－

		1040		2600731		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		82		要支援１		43635		43982		12		－

		3137		2780372		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援２		43788		44135		12		－

		1301		2821117		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		86		要支援１		43649		43982		12		－

		1023		2848864		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		76		要支援２		43634		43982		12		－

		1158		2988879		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43641		43982		12		－

		4591		4057317		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43894		44227		12		－

		4714		5684358		骨粗鬆症 コツソショウショウ		⑬その他 タ		女		76		要介護３		43901		44227		12		－

		466		6089496		骨粗しょう症、病的骨折 コツソショウショウ ビョウテキ コッセツ		⑬その他 タ		女		87		要介護１		43599		43921		12		－

		2849		2025485		骨盤骨折 コツバン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援１		43763		44104		12		－

		1364		2446561		骨盤骨折 コツバンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護２		43651		44012		12		－

		453		2892995		骨盤骨折 コツバン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護１		43599		43921		12		－

		2873		3950808		骨盤骨折 コツバン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援２		43767		44104		12		－

		2917		9151184		骨盤骨折 コツバン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		91		要介護４		43767		44104		12		－

		2057		4610407		骨盤内腫瘍 コツバン ナイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要支援２		43711		44043		12		－

		918		13651307		混合性認知症 コンゴウセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要支援２		43627		43951		12		－

		2098		753611		細菌性肺炎 サイキンセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		82		要支援２		43712		44043		12		－

		4351		916013		細菌性肺炎 サイキンセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要介護５		43880		44227		12		－

		4148		6477313		細菌性肺炎 サイキンセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		91		要介護１		43861		44227		12		－

		3361		18229537		細菌性肺炎 サイキンセイ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		76		要介護１		43802		44135		12		－

		1271		269271		再生不良性貧血 サイセイ フリョウセイ ヒンケツ		⑬その他 タ		男		89		要支援２		43648		43982		12		－

		1310		6813062		細胞性リンパ腫 サイボウセイ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援１		43649		43982		12		－

		779		2250357		鎖骨遠位端骨折 サコツ エンイ タン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護４		43616		43951		12		－

		2911		6902201		鎖骨遠位端骨折 サコツ エンイ タン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要介護２		43767		44104		12		－

		888		7749414		鎖骨遠位端骨折 サコツ エンイ タン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護４		43623		43951		12		－

		4742		2271311		坐骨骨折 ザコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援２		43901		44255		12		－

		803		2304457		座骨神経痛 ザ コツ シンケイツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43620		43951		12		－

		1185		12681776		座骨神経痛 ザ コツ シンケイツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43641		43982		12		－

		4805		1516621		左脳皮質下出血 サノウ ヒシツ シタ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護５		43907		44255		12		－

		2019		803235		サルコペニア		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		86		要支援１		43707		44043		12		－

		1361		2463938		視覚障害 シカク ショウガイ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		82		要支援１		43651		44012		12		－

		4433		231541		子宮筋腫 シキュウ キンシュ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43886		44227		12		－

		4118		3478874		子宮筋肉腫 シキュウ キンニクシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43859		44227		12		－

		1087		5971217		子宮頸がん シキュウ ケイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		83		要介護２		43637		43982		12		－

		4263		15580334		子宮頸がん シキュウ ケイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43873		44227		12		－

		315		3918629		子宮頸癌 シキュウ ケイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要介護２		43592		43951		12		－

		564		9721614		子宮体がん シキュウタイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要支援１		43606		43921		12		－

		3168		484881		子宮体癌 シキュウ タイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護２		43789		44135		12		－

		2485		2376601		子宮体癌 シキュウタイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		87		要介護５		43735		44074		12		－

		1287		3229998		子宮内膜がん シキュウナイマク		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		87		要介護４		43648		44012		12		－

		1112		1457713		自己免疫性肝炎 ジコ メンエキセイ カンエン		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43637		43982		12		－

		2647		968480		四肢筋力低下 シシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		96		要介護５		43747		44104		12		－

		1626		998184		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護５		43670		44012		12		－

		1534		1187554		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		男		92		要支援１		43665		44012		12		－

		2250		1372726		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		80		要介護１		43719		44074		12		－

		2605		1463331		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43746		44104		12		－

		2056		2555905		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援１		43711		43861		6		－

		2052		2880598		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43711		44043		12		－

		1594		9249214		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		70		要支援２		43670		43982		12		－

		2380		12208183		脂質異常症 シシツイジョウショウ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43728		44074		12		－

		3093		18194075		脂質異常症 シシツ イジョウ ショウ		⑬その他 タ		男		91		要支援１		43782		44104		12		－

		215		1221876		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要介護３		43572		43890		12		－

		941		1704605		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		70		要支援１		43627		43982		12		－

		575		3603172		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護５		43606		43951		12		－

		1024		3719065		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護１		43634		43799		6		－

		2232		5044430		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		67		要介護３		43718		44074		12		－

		309		5259983		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護４		43592		43921		12		－

		2861		8293228		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護５		43767		44104		12		－

		633		8819637		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要介護４		43613		43951		12		－

		615		13818104		視床出血 シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護５		43609		43951		12		－

		2634		352918		視神経脊髄炎 シシンケイ セキズイ エン		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		77		要支援２		43747		44104		12		－

		4449		12146838		自然気胸 シゼン キキョウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要支援２		43887		44227		12		－

		266		2011956		下行結腸癌 シタ イ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護３		43578		43951		12		－

		11		2933705		下行結腸癌、腰部脊柱管狭窄症 シタ イ ケッチョウ ガン ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43560		43890		12		－

		1175		4681703		下咽頭がん シタ イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要支援１		43641		43982		12		－

		1021		4918274		下咽頭がん シタ イントウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護１		43634		43799		6		－

		3472		62669		下咽頭癌 シタ イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援１		43809		44165		12		－

		3424		9799591		下咽頭癌 シタ イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護４		43803		44165		12		－

		3393		20021937		下咽頭癌 シタ イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援２		43803		44135		12		－

		3166		15792111		舌癌 シタ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護４		43789		44135		12		－

		4456		1697005		膝蓋骨骨折 シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護１		43887		44043		6		－

		738		1763385		膝蓋骨骨折 シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要介護２		43616		43951		12		－

		75		2518201		膝蓋骨骨折 シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要支援２		43564		43890		12		－

		4257		13238892		膝蓋骨骨折 シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43873		44227		12		－

		795		19606601		膝蓋骨骨折 シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援１		43620		43951		12		－

		1374		2884844		膝蓋骨折 シツガイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43655		43982		12		－

		188		2722836		膝関節偽痛風性関節炎 シツカンセツ ギツウフウ セイ カンセツ エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援２		43571		43890		12		－

		163		5133106		膝関節術後 シツカンセツ ジュツゴ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要介護２		43567		43890		12		－

		4437		4233387		膝関節症 シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援２		43886		44227		12		－

		1421		4546091		膝関節症 シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43656		44012		12		－

		4378		2072190		膝関節打撲 シツカンセツ ダボク		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43882		44227		12		－

		3265		1400339		失明 シツメイ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		84		要介護２		43795		44135		12		－

		1887		621200		視床出血 シ トコ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43700		44043		12		－

		1619		14091046		視床出血 シ トコ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43670		44012		12		－

		143		18943872		若年期うつ病 ジャクネンキ ビョウ		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43565		43890		12		－

		116		7582391		若年性アルツハイマー病 ジャクネンセイ ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		66		要介護２		43564		43921		12		－

		1348		8081557		シューグレン症候群 ショウコウグン		⑬その他 タ		女		74		要支援２		43651		44012		12		－

		1571		18400824		シューグレン症候群 ショウコウグン		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43669		44012		12		－

		4217		5345383		重症虚血肢 ジュウショウ キョケツ アシ		⑬その他 タ		男		65		要支援１		43868		44196		12		－

		4918		815993		重症筋無力症 ジュウショウ キンムリョクショウ		⑬その他 タ		男		85		要介護２		43915		44255		12		－

		866		11046490		重症筋無力症 ジュウショウ キン ムリョク ショウ		⑬その他 タ		男		86		要支援１		43621		43982		12		－

		3617		12735663		重症筋無力症 ジュウショウ キンムリョクショウ		⑬その他 タ		男		65		要介護１		43819		43982		6		－

		4041		2263572		十二指腸潰瘍 ジュウニシチョウカイヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		90		要支援１		43858		44196		12		－

		2778		3137350		十二指腸潰瘍 ジュウニシチョウ カイヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護５		43761		44104		12		－

		2920		15545946		十二指腸癌 ジュウニシチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護２		43767		44135		12		－

		473		505994		十二指腸乳頭部がん ジュウニシチョウ ニュウトウ ブ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要支援１		43599		43921		12		－

		3163		2469430		十二指腸乳頭部癌 ジュウニシチョウ ニュウトウ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護１		43789		44104		12		－

		4146		3380742		十二指腸乳頭部癌 ジュウニシチョウ ニュウトウ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護１		43861		44043		6		－

		3820		9463186		十二指腸乳頭部癌 ジュウニシチョウ ニュウトウ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護４		43844		44165		12		－

		3264		13385925		十二指腸乳頭部癌 ジュウニシチョウ ニュウトウ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		83		要介護３		43795		44135		12		－

		3686		5051525		十二指腸瘍 ジュウニシチョウ ヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護５		43823		44165		12		－

		508		1319183		視床出血 シ ユカ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護４		43600		43921		12		－

		4447		4113551		宿便性直腸潰瘍 シュクベン セイ チョクチョウ カイヨウ		⑬その他 タ		女		72		要介護４		43887		44227		12		－

		760		8744190		手根管症候群 シュコンカン ショウコウグン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要支援１		43616		43951		12		－

		3158		17118806		出血性胃潰瘍 シュッケツセイ イカイヨウ		⑬その他 タ		男		72		要介護２		43788		44135		12		－

		606		16699964		出血性脳梗塞 シュッケツセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護５		43609		43951		12		－

		724		1132849		術後腸閉塞 ジュツゴ チョウ ヘイソク		⑬その他 タ		男		90		要支援１		43616		43951		12		－

		1737		8981019		消化管アミロイドーシス ショウカカン		⑬その他 タ		女		72		要介護５		43683		44012		12		－

		1317		2739585		消化管間質腫瘍 ショウカカン カンシツ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護２		43649		43982		12		－

		4071		2643553		上気道炎 ジョウキドウエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要介護５		43859		44196		12		－

		911		677094		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護３		43623		43982		12		－

		265		1155164		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43578		43738		6		－

		1150		2031540		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要支援１		43641		43982		12		－

		271		6941443		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要支援１		43579		43890		12		－

		4700		7530374		上行結腸癌 ジョウコウケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43900		44255		12		－

		2046		8399751		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護４		43707		44074		12		－

		1420		16380789		上行結腸癌 ジョウコウ ケッチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要支援２		43656		44012		12		－

		715		6253687		症候性精神病 ショウコウセイ セイシンビョウ		⑬その他 タ		男		72		要支援１		43616		43921		12		－

		364		8734101		症候性精神病 ショウコウセイ セイシンビョウ		⑬その他 タ		女		71		要支援１		43595		43890		12		－

		4694		1994298		症候性てんかん ショウコウセイ		⑬その他 タ		女		76		要介護１		43900		44255		12		－

		4062		2942712		症候性てんかん ショウコウセイ		⑬その他 タ		女		81		要介護２		43859		44196		12		－

		1117		10339248		症候性てんかん ショウコウセイ		⑬その他 タ		男		72		要介護１		43637		43982		12		－

		4079		15776841		症候性てんかん ショウコウセイ		⑬その他 タ		女		85		要介護２		43859		44196		12		－

		2935		18425044		症候性てんかん ショウコウセイ		⑬その他 タ		女		66		要介護２		43770		44104		12		－

		2430		3525538		上行直腸癌 ジョウコウ チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要支援１		43732		44074		12		－

		3980		7718217		小細胞肺癌 ショウサイボウ ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護４		43854		44227		12		－

		4126		16559928		小細胞肺癌 ショウサイボウ ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43861		44196		12		－

		1347		12525286		硝子体出血 ショウシタイ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要支援１		43651		44012		12		－

		3727		1424301		小腸癌 ショウチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護５		43824		44196		12		－

		1382		106208		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要支援２		43655		44012		12		－

		2328		909246		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		91		要介護２		43726		44074		12		－

		938		1237535		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護１		43627		43799		6		－

		2902		2736861		小脳梗塞 ショウ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		91		要介護４		43767		44104		12		－

		295		6137075		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要支援１		43592		43921		12		－

		829		7104847		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要支援１		43621		43951		12		－

		1782		14618516		小脳梗塞 ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護４		43684		44043		12		－

		2556		16477087		小脳梗塞 ショウノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護４		43740		44104		12		－

		3857		934445		小脳出血 ショウノウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要支援１		43845		44196		12		－

		4521		1364618		小脳出血 ショウ ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護３		43889		44227		12		－

		746		8162441		小脳出血 ショウノウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援１		43616		43951		12		－

		517		8657963		小脳出血 ショウノウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要支援１		43600		43951		12		－

		1671		2277964		症脳出血 ショウ ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援２		43676		44012		12		－

		4260		278211		上葉小細胞がん ジョウ ハ ショウサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護２		43873		44227		12		－

		2665		1112112		上部消化管出血 ジョウブ ショウカカン シュッケツ		⑬その他 タ		男		76		要介護２		43749		44104		12		－

		2452		1177109		上葉肺炎 ジョウヨウ ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		88		要支援１		43732		44074		12		－

		1090		12717631		上葉肺がん ジョウヨウ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護１		43637		43799		6		－

		2418		6769438		上葉肺癌 ジョウヨウ ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護２		43728		44074		12		－

		2584		17295836		上葉肺癌 ジョウヨウ ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護４		43746		44074		12		－

		4376		10632808		上腕骨遠位端骨折 ジョウワンコツ エンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		92		要介護３		43882		44227		12		－

		276		1618024		上腕骨近位端骨折 ジョウワンコツ キンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		90		要支援２		43579		43921		12		－

		282		2964635		上腕骨近位端骨折 ジョウワンコツ キンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援２		43579		43921		12		－

		2621		10756108		上腕骨近位端骨折 ジョウワンコツ キンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要介護３		43747		44074		12		－

		1192		11193794		上腕骨近位端骨折 ジョウワンコツ キンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43641		43982		12		－

		2724		19432191		上腕骨近位端骨折 ジョウワンコツ キンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		73		要支援１		43756		44104		12		－

		1870		12556467		上腕骨頚部骨折 ジョウワンコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護２		43698		44043		12		－

		302		4613821		上腕骨外科頸骨折 ジョウワンコツ ゲカ クビ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43592		43921		12		－

		1909		1718401		上腕骨外科頚骨折 ジョウワンコツ ゲカ ケイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43700		44043		12		－

		1399		794988		上腕骨骨折 ジョウワンコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援１		43656		43982		12		－

		1897		12768642		上腕骨骨折 ジョウワンコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		72		要支援２		43700		44043		12		－

		231		14599929		上腕骨脱臼骨折 ジョウワンコツ ダッキュウ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43574		43921		12		－

		2541		160725		上腕骨通顆骨折 ジョウワンコツ ツ ツブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護４		43740		44074		12		－

		3890		1235940		食思不振 ショクシフシン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要介護３		43847		44165		12		－

		3275		14828120		褥瘡 ジョクソウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		93		要介護４		43795		44135		12		－

		4306		15664368		褥瘡 ジョクソウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		84		要介護１		43879		44227		12		－

		3187		9402331		褥瘡感染 ジョクソウ カンセン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		78		要介護２		43791		44135		12		－

		2620		16232852		食道アラカラシア ショクドウ		⑬その他 タ		男		81		要介護２		43747		44074		12		－

		4767		13163647		食道炎 ショクドウエン		⑬その他 タ		女		71		要介護５		43903		44255		12		－

		739		252433		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護３		43616		43951		12		－

		2161		869112		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要支援１		43712		44074		12		－

		2037		1386841		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護１		43707		44043		12		－

		114		4387091		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護４		43564		43921		12		－

		745		4856031		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		66		要介護２		43616		43951		12		－

		1263		5151457		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43644		44012		12		－

		671		5158761		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護３		43613		43769		6		－

		137		5787050		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護２		43565		43890		12		－

		595		6466958		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護４		43607		43951		12		－

		1858		9268481		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護１		43697		43861		6		－

		4857		13141911		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護５		43914		44255		12		－

		1199		14913747		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要支援１		43642		43982		12		－

		2851		16600753		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護３		43763		44135		12		－

		505		17133563		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護４		43600		43921		12		－

		956		18810948		食道がん ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護２		43628		43951		12		－

		4173		1099264		食道癌 ショクドウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護１		43865		44043		6		－

		3702		5649161		食道癌 ショクドウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護４		43824		44165		12		－

		4842		10934910		食道癌 ショクドウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43908		44255		12		－

		3736		12549754		食道癌 ショクドウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要支援１		43837		44165		12		－

		3007		2978881		食道静脈瘤 ショクドウ ジョウミャク リュウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43775		44135		12		－

		2577		5312221		食道性胃接合部癌 ショクドウ セイ イ セツゴウ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護４		43742		44104		12		－

		3504		16034881		食度癌 ショク ド ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護２		43810		44165		12		－

		3192		6098169		食欲不振 ショクヨク フシン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		80		要介護４		43791		44135		12		－

		2188		19229085		食欲不振 ショクヨク フシン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		75		要支援２		43714		44074		12		－

		1104		12341452		初老期の認知症 ショロウキ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		78		要介護１		43637		43982		12		－

		2262		1024221		腎盂腎炎 ジンウジンエン		⑬その他 タ		女		90		要介護５		43719		44074		12		－

		2773		500917		腎癌 ジン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43761		44104		12		－

		2314		3027414		腎癌 ジン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護４		43725		44074		12		－

		3789		14558548		腎癌 ジンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護５		43838		44196		12		－

		1173		116599		心筋梗塞 シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		91		要介護１		43641		43982		12		－

		2716		436844		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援１		43756		44104		12		－

		3216		815489		心筋梗塞 シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要支援１		43791		44135		12		－

		3		1108379		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		79		要介護２		43560		43830		12		－

		4630		2807521		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要支援１		43894		44255		12		－

		750		2930684		心筋梗塞 シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		90		要介護３		43616		43951		12		－

		1831		4722671		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要介護５		43686		44043		12		－

		1542		5193036		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		77		要介護１		43665		44012		12		－

		641		5790069		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		86		要支援１		43613		43951		12		－

		1610		8214832		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		67		要介護１		43670		43830		6		－

		4942		8700958		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		68		要介護３		43917		44255		12		－

		3655		8823243		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要介護１		43819		44165		12		－

		2442		14191261		心筋梗塞 シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		84		要支援２		43732		44074		12		－

		2781		15651797		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		90		要支援２		43761		44104		12		－

		1739		16331371		心筋梗塞 シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要支援１		43683		44012		12		－

		33		15212661		心筋梗塞、完全房室ブロック、糖尿病 シンキン コウソク カンゼン ボウシツ トウニョウビョウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		78		要介護５		43560		43890		12		－

		2067		94111		神経因性排尿障害 シンケイ インセイ ハイニョウ ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		88		要介護１		43711		44043		12		－

		4138		2345480		神経因性膀胱 シンケイ インセイ ボウコウ		⑬その他 タ		女		67		要介護４		43861		44227		12		－

		1850		4476239		神経因性膀胱 シンケイ インセイ ボウコウ		⑬その他 タ		男		70		要介護２		43697		44012		12		－

		4623		7410662		神経因性膀胱 シンケイインセイ ボウコウ		⑬その他 タ		女		88		要介護５		43894		44227		12		－

		3567		11292598		神経性食思不振症 シンケイセイ ショク オモ フシン ショウ		⑬その他 タ		男		77		要介護３		43817		44165		12		－

		1658		11198389		心原生脳梗塞 シン ゲンセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要介護１		43672		44012		12		－

		3077		1197631		心原性脳塞栓症 シンゲンセイノウソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要支援２		43781		44135		12		－

		3852		1208535		心原性脳塞栓症 シンゲンセイノウソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護４		43845		44165		12		－

		301		2463164		心原性脳塞栓症 シンゲンセイノウ ソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護１		43592		43921		12		－

		4941		4607163		心原性脳塞栓症 シンゲンセイノウソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護１		43917		44255		12		－

		1069		711403		心原生脳塞栓症 シン ゲンセイ ノウソクセン ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護４		43635		43982		12		－

		470		2910781		心原生脳塞栓症 シン ゲンセイ ノウ ソクセン ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護２		43599		43921		12		－

		864		3292509		心原生脳塞栓症 シン ゲンセイ ノウソクセン ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護１		43621		43982		12		－

		4435		7738439		心原生脳塞栓症 シン ゲンセイ ノウソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護４		43886		44227		12		－

		624		3865673		進行胃がん シンコウ イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要介護３		43609		43982		12		－

		601		12238511		進行胃がん シンコウ イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43609		43921		12		－

		261		1914910		進行胃癌 シンコウ イガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護１		43578		43921		12		－

		970		6735371		人工肛門部腸管脱出 ジンコウ コウモン ブ チョウカン ダッシュツ		⑬その他 タ		男		75		要介護２		43628		43982		12		－

		1196		60411		進行食道がん シンコウ ショクドウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護１		43641		44012		12		－

		3560		6811442		進行食道癌 シンコウ ショクドウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護４		43817		44165		12		－

		267		8360162		進行すい臓癌 シンコウ ゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護３		43578		43951		12		－

		946		857891		進行性核上性麻痺 シンコウセイ カク ウエ セイ マヒ		⑬その他 タ		男		75		要支援２		43627		43982		12		－

		2546		19806560		進行性核上性麻痺 シンコウセイ カク ジョウ セイ マヒ		⑬その他 タ		男		67		要介護３		43740		44074		12		－

		204		2181762		進行性核上麻痺 シンコウセイ カクジョウ マヒ		⑬その他 タ		男		81		要介護４		43571		43921		12		－

		4752		13968076		進行性麻痺 シンコウセイ マヒ		⑬その他 タ		女		75		要支援１		43903		44255		12		－

		4276		15951456		腎細胞がん ジン サイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護３		43875		44227		12		－

		3097		4131584		腎細胞癌 ジンサイボウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護５		43782		44135		12		－

		346		5849276		腎細胞癌 ジン サイボウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43593		43921		12		－

		2632		19915474		心疾患 シンシッカン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要支援１		43747		44104		12		－

		1584		2555247		心室性期外収縮 シンシツセイ キ ガイ シュウシュク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援２		43669		44012		12		－

		475		2268302		浸潤性膀胱がん シンジュン セイ ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護３		43599		43921		12		－

		2144		12130800		心身症 シンシンショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		86		要介護１		43712		44043		12		－

		1920		97641		真性多血症 シンセイ タケツショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43704		44012		12		－

		1736		768804		腎性貧血 ジンセイ ヒンケツ		⑬その他 タ		女		86		要支援２		43683		44012		12		－

		4308		922897		腎臓がん ジンゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43879		44227		12		－

		1161		1526952		腎臓がん ジンゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援２		43641		43982		12		－

		1477		5148502		腎臓がん ジンゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援２		43663		43982		12		－

		1076		14976579		腎臓がん ジンゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要支援１		43637		43982		12		－

		3102		6385681		腎臓癌 ジンゾウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護２		43782		44135		12		－

		1600		862657		心臓弁膜症 シンゾウ ベンマクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要介護４		43670		44012		12		－

		2415		760323		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		79		要介護４		43728		44074		12		－

		4846		811548		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要介護１		43908		44255		12		－

		166		849197		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		84		要介護１		43567		43921		12		－

		2280		871052		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要支援１		43721		44074		12		－

		1741		1050958		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要介護４		43683		44012		12		－

		2520		1229486		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		71		要支援２		43739		44074		12		－

		4430		1424246		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		96		要支援２		43886		44227		12		－

		1659		1768786		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		90		要介護２		43672		44012		12		－

		285		1792059		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要介護２		43579		43921		12		－

		4605		2314321		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要支援２		43894		44227		12		－

		3401		2467836		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要支援２		43803		44135		12		－

		2214		5923093		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		75		要介護２		43718		44074		12		－

		3949		6392059		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		68		要介護１		43854		44196		12		－

		3272		6415571		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要支援１		43795		44135		12		－

		1140		6726810		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		69		要介護４		43637		43982		12		－

		1810		7554729		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要支援１		43686		44043		12		－

		1779		8611327		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		79		要支援１		43684		44043		12		－

		2288		8894302		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		81		要支援２		43725		44043		12		－

		355		9022252		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要介護３		43593		43921		12		－

		1545		9834478		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要介護４		43665		44012		12		－

		1446		11036982		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		84		要支援１		43658		44012		12		－

		835		11647663		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援２		43621		43951		12		－

		4036		12716201		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		65		要支援２		43858		44196		12		－

		3370		14347954		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		85		要介護１		43802		44135		12		－

		585		16649969		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		68		要介護４		43607		43921		12		－

		865		17550210		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要介護３		43621		43982		12		－

		3649		19187974		心不全 シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		74		要介護２		43819		44165		12		－

		3145		1421221		腎不全 ジンフゼン		⑬その他 タ		女		75		要支援２		43788		44135		12		－

		415		3468038		腎不全 ジンフゼン		⑬その他 タ		男		76		要介護４		43599		43921		12		－

		752		9867554		腎不全 ジンフゼン		⑬その他 タ		女		70		要介護５		43616		43951		12		－

		3604		12451576		腎不全 ジンフゼン		⑬その他 タ		女		84		要介護４		43819		44165		12		－

		66		5896347		心不全、下行結腸癌 シンフゼン シモ イ ケッチョウ ガン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		84		要介護２		43564		43861		12		－

		2428		2559919		心不全憎悪 シンフゼン ゾウオ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		88		要介護１		43732		44074		12		－

		383		191931		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		80		要支援１		43595		43921		12		－

		3034		317471		心房細動 シンボウ サイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要支援１		43777		44135		12		－

		654		797111		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		95		要支援１		43613		43951		12		－

		4207		880744		心房細動 シンボウ サイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		93		要支援２		43866		44227		12		－

		882		1215906		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		83		要支援１		43623		43951		12		－

		2538		2461897		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		77		要介護４		43740		44074		12		－

		1224		2779102		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		93		要支援２		43642		43982		12		－

		2269		2815494		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要支援２		43721		44074		12		－

		1729		2835240		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		74		要支援１		43683		44012		12		－

		2762		2871327		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要介護１		43761		44074		12		－

		3223		3040062		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		72		要介護３		43791		44135		12		－

		2325		3428699		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		83		要支援２		43726		44074		12		－

		288		3732274		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		76		要支援１		43592		43890		12		－

		1592		4889991		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		93		要介護１		43669		44012		12		－

		684		6430082		心房細動 シンボウ サイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援２		43614		43921		12		－

		3911		7229119		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要支援１		43851		44196		12		－

		228		7259441		心房細動 シンボウ サイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要支援２		43574		43921		12		－

		3730		7976321		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		75		要介護２		43837		44165		12		－

		3932		9807128		心房細動 シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		81		要支援１		43852		44196		12		－

		1660		3028984		腎孟癌 ジン モウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護５		43672		44043		12		－

		971		13239210		心原性脳塞栓症 シン ノウ ソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護４		43628		43982		12		－

		4317		14034662		膵がん スイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要支援１		43879		44227		12		－

		4431		19647356		膵がん スイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要支援１		43886		44227		12		－

		1841		18872		膵癌 スイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要介護３		43686		44043		12		－

		4815		1237489		膵癌 スイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護１		43907		44074		6		－

		3872		3513980		膵癌 スイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護２		43845		44196		12		－

		3284		5788749		膵癌 スイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護３		43795		43982		6		－

		3945		8873992		膵癌 スイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護５		43854		44165		12		－

		4533		10927395		膵癌 スイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護２		43889		44227		12		－

		4697		12042218		膵癌 スイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要支援１		43900		44255		12		－

		1695		12272230		膵癌 スイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要支援１		43679		44012		12		－

		1867		13271334		膵癌 スイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護５		43698		44043		12		－

		4396		19432442		膵癌 スイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		65		要介護４		43882		44255		12		－

		4327		7218168		膵癌肝転移 スイ ガン カンテンイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護４		43879		44227		12		－

		30		798576		膵管内乳頭粘液性腫瘍 スイカン ナイ ニュウトウ ネンエキ セイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43560		43890		12		－

		1684		962481		推骨圧迫骨折 スイ コツ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		93		要介護３		43676		44043		12		－

		4227		2793024		膵腫瘍 スイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護１		43868		44043		6		－

		4507		15944832		膵腫瘍 スイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要支援１		43889		44227		12		－

		808		118141		水腎症 スイ ジンショウ		⑬その他 タ		女		84		要支援２		43620		43951		12		－

		2777		19952303		水腎症 スイジンショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援２		43761		44104		12		－

		104		5182786		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護３		43564		43890		12		－

		712		9470859		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護３		43614		43982		12		－

		527		9516409		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護３		43600		43982		12		－

		257		11671017		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護４		43578		43738		6		－

		781		14279037		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護３		43616		43982		12		－

		312		17960198		すい臓がん ゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護４		43592		43921		12		がん（末期）

		488		1772732		膵臓がん スイゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		83		要介護１		43599		43951		12		－

		2709		2701961		膵臓がん スイゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護５		43754		44104		12		－

		4450		3903800		膵臓がん スイゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護２		43887		44227		12		－

		2203		12301451		膵臓がん スイゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43718		44043		12		－

		823		19501843		膵臓がん スイゾウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護５		43620		43982		12		－

		4699		345199		膵臓癌 スイゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護３		43900		44074		6		－

		4840		359505		膵臓癌 スイゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護４		43908		44255		12		－

		316		3333094		膵臓癌 スイゾウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護２		43592		43951		12		－

		1272		728748		すい臓がん疑い ゾウ ウタガ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護５		43648		43982		12		－

		1146		938963		すい臓がん術後再発 ゾウ ジュツゴ サイハツ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43641		43982		12		－

		4295		15089231		膵体尾部癌 スイ タイ ビ ブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要介護３		43875		44227		12		－

		980		1105035		膵体部癌 スイ タイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護４		43628		43982		12		－

		3578		6188907		膵体部癌 スイタイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護２		43817		44165		12		－

		4529		8874476		膵体部癌 スイタイブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援１		43889		44043		6		－

		450		5397979		水頭症 スイトウショウ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43599		43921		12		－

		3924		6173331		水頭症 スイトウショウ		⑬その他 タ		女		74		要介護１		43852		44196		12		－

		1494		11344806		水頭症 スイトウショウ		⑬その他 タ		女		77		要介護２		43663		44012		12		－

		2368		208850		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要介護３		43726		44104		12		－

		4588		360210		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護３		43894		44227		12		－

		3418		2065525		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要支援２		43803		44165		12		－

		2182		7730829		膵頭部癌 スイトウブガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護１		43714		43861		6		－

		1718		7853491		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護２		43679		44043		12		－

		3994		8618666		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43858		44196		12		－

		4930		10872141		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護３		43915		44255		12		－

		1611		13201956		膵頭部癌 スイ トウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護１		43670		43830		6		－

		1167		14985837		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要支援２		43641		43982		12		－

		937		17721154		膵頭部癌 スイトウブ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護２		43627		43982		12		－

		1006		5400198		膵尾がん スイ ビ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護３		43630		43982		12		－

		949		133655		膵尾部腫瘍 スイビブ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護４		43627		43982		12		－

		2187		496332		髄膜炎 ズイマクエン		⑬その他 タ		男		86		要介護５		43714		44074		12		－

		1861		72389		髄膜腫 ズイマク シュ		⑬その他 タ		男		73		要介護２		43698		44012		12		－

		4526		1984241		髄膜腫 ズイマク シュ		⑬その他 タ		女		79		要支援１		43889		44227		12		－

		96		13954041		髄膜種、脳梗塞 ズイマクシュ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護４		43564		43890		12		－

		1883		6141226		頭蓋骨骨腫瘍 ズガイコツ コツ シュヨウ		⑬その他 タ		女		74		要介護１		43700		44043		12		－

		3080		5846871		ステロイド糖尿病・腎合併症 トウニョウビョウ ジン ガッペイショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		81		要介護１		43781		43951		6		－

		2913		2345013		脛骨近位端骨折 スネ ホネ キンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要介護２		43767		44104		12		－

		2456		1344269		正常圧水頭症 セイジョウ アツ スイトウショウ		⑬その他 タ		男		82		要介護１		43733		44074		12		－

		4398		2658178		正常圧水頭症 セイジョウ アツ スイトウショウ		⑬その他 タ		男		80		要介護１		43886		44165		12		－

		3728		12989487		正常圧水頭症 セイジョウ アツ スイトウショウ		⑬その他 タ		男		80		要介護１		43837		44104		12		－

		2347		17614852		正常圧水頭症 セイジョウ アツ スイトウショウ		⑬その他 タ		男		83		要支援１		43726		44074		12		－

		1148		2146061		生常圧水頭症 セイ ジョウアツ スイトウショウ		⑬その他 タ		男		81		要介護１		43641		43982		12		－

		3421		1897462		精神障害 セイシン ショウガイ		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43803		44165		12		－

		1994		1341944		精巣破裂 セイソウ ハレツ		⑬その他 タ		男		81		要介護３		43705		44043		12		－

		128		10916822		生体腎移植後 セイタイ ジンイショク ゴ		⑬その他 タ		女		77		要支援２		43565		43890		12		－

		4457		670804		声門がん セイモン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援１		43887		44227		12		－

		3671		4824741		脊髄梗塞 セキズイ コウソク		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		女		65		要介護２		43823		44227		12		－

		3410		11916567		脊髄梗塞 セキズイ コウソク		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		65		要支援２		43803		44227		12		－

		4006		13457870		脊髄梗塞 セキズイ コウソク		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		76		要支援２		43858		44196		12		－

		2320		19760528		脊髄梗塞 セキズイ コウソク		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		65		要介護３		43726		44043		12		－

		487		1219847		脊髄小脳変性症 セキズイ ショウノウ ヘンセイ ショウ		⑬その他 タ		男		83		要支援１		43599		43951		12		－

		4602		1919199		脊髄小脳変性症 セキズイ ショウノウ ヘンセイ ショウ		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43894		44227		12		－

		2845		6341365		脊髄小脳変性症 セキズイ ショウノウ ヘンセイショウ		⑬その他 タ		男		72		要介護２		43763		44104		12		－

		2828		3734897		脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		女		75		要介護２		43763		44104		12		－

		2680		3944921		脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		女		76		要介護５		43753		44104		12		－

		4114		929948		脊柱管狭窄 セキチュウカンキョウサク		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		92		要支援２		43859		44196		12		－

		4624		2102633		脊柱管狭窄 セキチュウカンキョウサク		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要介護１		43894		44043		6		－

		2800		482421		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援１		43763		44104		12		－

		683		511013		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43614		43921		12		－

		1495		678821		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要介護２		43663		44012		12		－

		1496		706582		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援１		43663		44012		12		－

		4503		725471		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43889		44227		12		－

		2846		750999		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要介護２		43763		44104		12		－

		140		1233050		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要介護４		43565		43890		12		－

		2164		1450328		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要介護１		43712		44074		12		－

		2034		1659774		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援１		43707		44043		12		－

		1957		1693476		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43704		44043		12		－

		4228		1786857		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサク ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43868		44227		12		－

		235		2038391		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43574		43921		12		－

		1996		2069644		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43705		44043		12		－

		1627		2073838		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要介護２		43670		44012		12		－

		2100		2097559		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43712		44043		12		－

		2355		2128721		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援１		43726		44074		12		－

		1618		2383357		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援１		43670		44012		12		－

		1280		2390132		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援１		43648		43982		12		－

		3070		2427966		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要介護２		43781		44135		12		－

		3307		2441845		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要介護２		43796		44135		12		－

		637		2491231		脊柱管狭窄症 セキチュウ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要介護１		43613		43951		12		－

		2952		2494957		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		93		要介護１		43770		44104		12		－

		3189		2498031		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43791		44135		12		－

		4528		2580080		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43889		44227		12		－

		2977		2713756		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43774		44104		12		－

		522		2852454		脊柱管狭窄症 セキチュウ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要介護２		43600		43951		12		－

		4471		2876761		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援１		43887		44227		12		－

		2888		2900483		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43767		44104		12		－

		2313		3421261		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要支援２		43725		44074		12		－

		2506		3452883		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43739		44074		12		－

		2524		3605400		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要介護１		43739		43890		6		－

		2152		3671356		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援１		43712		44074		12		－

		4470		4602765		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援２		43887		44227		12		－

		2929		4827759		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要支援１		43770		44104		12		－

		4551		5152836		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援１		43893		44227		12		－

		2278		5264502		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要支援１		43721		44074		12		－

		2980		6654282		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要介護４		43774		44135		12		－

		2319		6696716		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援１		43726		44043		12		－

		2373		7478585		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43728		44074		12		－

		4575		7802820		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		72		要支援１		43893		44227		12		－

		2104		7963696		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援１		43712		44043		12		－

		3459		9667938		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43809		44135		12		－

		2282		10376992		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要介護１		43721		43890		6		－

		2792		14351404		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43763		44104		12		－

		1300		14495406		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43649		43982		12		－

		3230		15415317		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43791		44135		12		－

		2028		15768597		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援２		43707		44043		12		－

		4478		16004124		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援２		43889		44227		12		－

		1991		16670376		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要介護２		43705		44043		12		－

		2201		17159608		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		67		要支援２		43718		44043		12		－

		2423		17503742		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要介護４		43732		44043		12		－

		2436		17647805		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要支援２		43732		44074		12		－

		1075		17716654		脊柱管狭窄症 セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援２		43637		43951		12		－

		2063		19073735		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要介護３		43711		44043		12		－

		4541		19647128		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要支援１		43893		44227		12		－

		2868		19944148		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要介護２		43767		44104		12		－

		2660		19984473		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要支援２		43749		44104		12		－

		131		9000002416		脊柱管狭窄症 セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		65		要介護１		43565		43890		12		脊柱管狭窄症

		2369		2102277		脊柱後側弯症 セキチュウ コウソク ワン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要支援１		43728		44012		12		－

		4282		17023328		脊柱後弯 セキチュウ コウワン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援１		43875		44227		12		－

		1390		8490651		脊柱小脳変性症 セキチュウ ショウノウ ヘンセイ ショウ		⑬その他 タ		男		72		要支援１		43655		44012		12		－

		2748		159778		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援１		43756		44104		12		－

		4625		488631		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43894		44227		12		－

		642		927546		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要介護２		43613		43951		12		－

		85		1644611		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援１		43564		43890		12		－

		799		6462693		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援２		43620		43951		12		－

		2976		8262616		脊椎圧迫骨折 セキツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援２		43774		44104		12		－

		334		11904402		脊椎圧迫骨折疑い セキツイ アッパクコッセツ ウタガ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		90		要支援２		43593		43921		12		－

		2692		145335		脊椎管狭窄症 セキツイカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43754		44104		12		－

		1653		1010476		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援１		43672		44012		12		－

		1747		1837087		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43683		44012		12		－

		2683		2025124		脊椎管狭窄症 セキツイカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援２		43753		44104		12		－

		2394		2151243		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援１		43728		44074		12		－

		1644		2961300		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		77		要支援１		43672		44012		12		－

		2730		4253761		脊椎管狭窄症 セキツイカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援２		43756		44104		12		－

		1572		5667780		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要介護１		43669		44012		12		－

		1799		5692938		脊椎管狭窄症 セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43686		44012		12		－

		2704		6422985		脊椎管狭窄症 セキツイカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援２		43754		44104		12		－

		867		2806223		脊椎梗塞 セキツイ コウソク		⑬その他 タ		男		97		要介護４		43621		43982		12		－

		1900		5577420		脊椎軸椎骨折 セキツイ ジク ツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43700		44043		12		－

		863		3122344		脊椎側弯症 セキツイ ソクワンショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要支援２		43621		43799		6		－

		2254		948641		舌癌 ゼツガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護１		43719		43890		6		－

		303		4734297		舌癌 ゼツガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要支援１		43592		43921		12		－

		4825		7476906		摂食障害 セッショクショウガイ		⑬その他 タ		男		77		要介護５		43908		44255		12		－

		439		8267472		穿孔性腹膜炎 センコウ セイ フクマク エン		⑬その他 タ		女		83		要介護３		43599		43921		12		－

		3942		1475231		仙骨骨折 センコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要介護４		43852		44012		6		－

		4422		3075443		仙骨骨折 センコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援２		43886		44227		12		－

		442		19800378		仙骨骨折 センコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護５		43599		43921		12		－

		3352		1911317		全身筋力低下 ゼンシン キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		90		要介護１		43802		44135		12		－

		3469		8211108		全身筋力低下 ゼンシン キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		92		要支援１		43809		44135		12		－

		993		986160		全身倦怠、四肢筋力低下 ゼンシン ケンタイ シシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要支援１		43630		43982		12		－

		3698		2567938		全身性アミロイドーシス ゼンシンセイ		⑬その他 タ		男		87		要介護４		43824		44135		12		－

		1402		1333879		全身性エリテマトーデス ゼンシンセイ		⑬その他 タ		女		72		要支援１		43656		43982		12		－

		3591		4893638		全身性エリテマトーデス ゼンシンセイ		⑬その他 タ		女		74		要支援１		43819		44165		12		－

		1082		5872201		全身性強皮症 ゼンシンセイ キョウヒショウ		⑬その他 タ		女		77		要介護１		43637		43799		6		－

		1928		18421333		喘息 ゼンソク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		81		要支援１		43704		44043		12		－

		1553		3875300		前頭側頭型認知症 ゼントウ ソクトウ ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43669		43982		12		－

		676		8198985		前頭葉　　腫瘍 ゼントウヨウ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護５		43614		43921		12		－

		1844		4711173		前頭葉亜急性梗塞 ゼントウヨウ アキュウセイ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要支援１		43697		44012		12		－

		1774		2480069		前頭葉皮質下出血 ゼントウヨウ ヒシツ シタ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要介護３		43684		44043		12		－

		2959		73253		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護２		43770		44135		12		－

		775		373851		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要支援１		43616		43951		12		－

		1283		627801		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護４		43648		43982		12		－

		1855		715310		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要支援１		43697		44043		12		－

		2264		1090216		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43719		44074		12		－

		1556		1292862		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護１		43669		43982		12		－

		1380		2151928		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43655		44012		12		－

		664		2168821		前立腺がん ゼンリツ セン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要支援１		43613		43951		12		－

		894		2819741		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護２		43623		43951		12		－

		2585		3688208		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護２		43746		44074		12		－

		1961		4090608		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援２		43704		44043		12		－

		2926		5673607		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護４		43770		44104		12		－

		1874		6120954		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援１		43698		44043		12		－

		1291		8052921		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		94		要介護１		43648		44012		12		－

		2287		13616536		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43721		44074		12		－

		1453		18236835		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43658		44012		12		－

		822		18724804		前立腺がん ゼンリツ セン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護２		43620		43982		12		－

		4357		20096291		前立腺がん ゼンリツセン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護５		43880		44255		12		－

		3812		267759		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護２		43840		44196		12		－

		3905		477672		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護４		43847		44196		12		－

		3302		719609		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護５		43796		44135		12		－

		3377		777811		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要支援１		43802		44165		12		－

		4462		1116495		前立腺癌 ゼンリツセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護２		43887		44227		12		－

		4946		1397044		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護２		43917		44255		12		－

		4953		1932331		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43917		44286		12		－

		3466		2095424		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護５		43809		44135		12		－

		3593		2208580		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護４		43819		44165		12		－

		3449		2262371		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護１		43805		43982		6		－

		209		5749786		前立腺癌 ゼンリツ セン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要支援２		43571		43921		12		－

		3086		8776415		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援２		43781		44135		12		－

		426		11780240		前立腺癌 ゼンリツ セン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援１		43599		43921		12		－

		125		16409230		前立腺癌 ゼンリツ セン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護２		43565		43890		12		－

		3432		16747937		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43805		44135		12		－

		4744		18055271		前立腺癌 ゼンリツセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護２		43901		44255		12		－

		4277		6810322		前立腺腫瘍 ゼンリツセン シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護４		43875		44227		12		－

		2958		3180085		前立腺肥大 ゼンリツセン ヒダイ		⑬その他 タ		男		84		要介護２		43770		44135		12		－

		2836		4792947		前立腺肥大 ゼンリツセン ヒダイ		⑬その他 タ		男		90		要介護２		43763		44104		12		－

		3971		19307524		前立腺肥大 ゼンリツセンヒダイ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43854		44196		12		－

		196		15698645		前立線肥大症 ゼンリツ セン ヒダイショウ		⑬その他 タ		男		80		要支援１		43571		43921		12		－

		4400		3458695		躁うつ病 ソウウツビョウ		⑬その他 タ		女		77		要介護１		43886		44196		12		－

		1247		17156804		躁うつ病 ソウウツビョウ		⑬その他 タ		女		74		要介護１		43644		43982		12		－

		1457		762342		早期胃がん ソウキ イ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要支援１		43662		43982		12		－

		2316		19133640		双極性感情障害 ソウキョクセイ カンジョウ ショウガイ		⑬その他 タ		男		71		要介護１		43725		44074		12		－

		2839		2832615		双極性障害 ソウキョクセイ ショウガイ		⑬その他 タ		男		80		要支援１		43763		44104		12		－

		4245		20006759		双極性障害 ソウキョクセイ ショウガイ		⑬その他 タ		女		66		要介護１		43873		44227		12		－

		1106		3424782		僧房弁狭窄 ソウボウベン キョウサク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要介護１		43637		43982		12		－

		4720		125776		僧帽弁閉鎖不全症 ソウボウベンヘイサフゼンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		83		要介護１		43901		44227		12		－

		959		8800693		僧房弁閉鎖不全症 ソウボウベン ヘイサ フゼンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要支援１		43628		43951		12		－

		1223		9435174		僧房弁閉鎖不全症 ソウボウベン ヘイサフゼンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援２		43642		43982		12		－

		1181		15789349		僧房弁閉鎖不全症 ソウボウベン ヘイサ フゼンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要介護１		43641		43799		6		－

		3220		19842883		僧帽弁閉鎖不全症 ソウ ヘイサ フゼンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		90		要介護１		43791		44135		12		－

		1201		12477532		足底筋膜炎 ソクテイ キンマク エン		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43642		43982		12		－

		2560		2799961		鼡径ヘルニア ソケイ		⑬その他 タ		女		88		要介護５		43740		44104		12		－

		3003		2456222		第12胸椎圧迫骨折 ダイ キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護２		43775		44104		12		－

		1503		6891764		第12胸椎圧迫骨折 ダイ キョウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43663		44012		12		－

		1526		15079121		第2腰椎圧迫骨折 ダイ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要支援１		43665		44012		12		－

		471		5220521		第５中足骨骨折 ダイ ナカ アシ コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援１		43599		43921		12		－

		4599		362468		体幹焼けど タイカン ヤ		⑬その他 タ		女		65		要介護５		43894		44227		12		－

		4935		98931		帯状疱疹 タイジョウホウシン		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43917		44255		12		－

		4906		1717901		帯状疱疹 タイジョウホウシン		⑬その他 タ		女		81		要支援２		43915		44255		12		－

		3292		11277572		帯状疱疹 タイジョウ ホウシン		⑬その他 タ		男		87		要支援１		43796		44135		12		－

		1966		13852108		大腿骨遠位端骨折 ダイタイコツ エンイ ハシ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要介護４		43704		44043		12		－

		1932		493767		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援２		43704		44043		12		－

		2024		619990		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援１		43707		44043		12		－

		2936		841111		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要介護２		43770		44104		12		－

		2833		1075918		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護２		43763		44104		12		－

		253		2053934		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護１		43578		43708		6		－

		1815		2342111		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護１		43686		43861		6		－

		2760		2357941		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援１		43756		44104		12		－

		2416		2392381		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		89		要介護１		43728		44074		12		－

		2417		6733743		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要介護２		43728		44074		12		－

		354		8486352		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護２		43593		43921		12		－

		168		8906327		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護１		43567		43738		6		－

		2457		9481966		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要介護１		43733		43890		6		－

		4472		12496677		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要支援１		43887		44227		12		－

		4468		15220206		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護５		43887		44227		12		－

		2934		15550486		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護２		43770		44104		12		－

		2014		16358821		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		90		要介護３		43707		44043		12		－

		191		16371259		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43571		43890		12		－

		94		19470107		大腿骨頚部骨折 ダイタイコツ ケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護１		43564		43708		6		－

		693		127922		大腿骨頸部骨折 ダイタイ コツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援１		43614		43769		6		－

		4426		388246		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43886		44227		12		－

		1200		462632		大腿骨頸部骨折 ダイタイ コツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護２		43642		43982		12		－

		4404		529893		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援１		43886		44227		12		－

		1411		600318		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援２		43656		44012		12		－

		1325		806315		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護１		43649		43830		6		－

		4762		940283		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護４		43903		44255		12		－

		4339		970824		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		87		要介護３		43880		44227		12		－

		868		1126024		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援２		43621		43982		12		－

		754		1339460		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要支援１		43616		43951		12		－

		904		1620592		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要介護１		43623		43799		6		－

		4420		2359227		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要支援２		43886		44227		12		－

		90		2447550		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援１		43564		43890		12		－

		1030		2794501		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護２		43634		43982		12		－

		1018		2869683		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護２		43634		43982		12		－

		4297		5042127		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援２		43879		44196		12		－

		1286		9078029		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43648		44012		12		－

		771		14717956		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要支援１		43616		43951		12		－

		1080		16068416		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護３		43637		43982		12		－

		999		16801367		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要介護３		43630		43982		12		－

		648		17120104		大腿骨頸部骨折 ダイタイ コツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護４		43613		43769		6		－

		1322		19503251		大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護３		43649		44012		12		－

		59		927503		大腿骨頸部骨折術後、腰椎圧迫骨折、前立線肥大、圧迫骨折、、結核 ダイタイコツ ケイブ コッセツ ジュツゴ ヨウツイ アッパク コッセツ ゼンリツ セン ヒダイ アッパクコッセツ ケッカク		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		91		要介護２		43560		43921		12		－

		4940		350362		大腿骨骨折 ダイタイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43917		44255		12		－

		2358		4897889		大腿骨骨折 ダイタイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要介護４		43726		44074		12		－

		3109		7217021		大腿骨骨折 ダイタイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		90		要介護１		43784		43921		6		－

		2494		18795805		大腿骨骨折 ダイタイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援１		43735		44104		12		－

		320		4041054		大腿骨骨頭骨折 ダイタイコツ コットウ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要支援１		43593		43921		12		－

		1970		860107		大たい骨転子部骨折 ダイ コツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護２		43704		44043		12		－

		1915		3915514		大たい骨転子部骨折 ダイ コツテンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要介護２		43700		44043		12		－

		1331		224928		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		68		要支援２		43649		44012		12		－

		300		627453		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要支援２		43592		43921		12		－

		2213		679135		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護５		43718		44074		12		－

		1786		727644		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護１		43684		43861		6		－

		2908		952028		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護４		43767		44104		12		－

		1787		1258451		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要介護２		43684		44043		12		－

		1052		1980181		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援１		43635		43982		12		－

		617		2044978		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要介護３		43609		43951		12		－

		1332		2203596		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		91		要介護３		43649		44012		12		－

		2166		2299496		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		89		要介護３		43712		44074		12		－

		2398		2415178		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護３		43728		44074		12		－

		1195		2438054		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護１		43641		43799		6		－

		4216		2443651		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43868		44196		12		－

		4915		2486903		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護５		43915		44255		12		－

		4307		2487225		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43879		44227		12		－

		4534		2858347		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要介護３		43889		44255		12		－

		4563		3247945		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要介護４		43893		44227		12		－

		2083		5712815		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護３		43711		44043		12		－

		1890		11806460		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要介護１		43700		43861		6		－

		4258		13197070		大腿骨転子部骨折 ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護２		43873		44227		12		－

		4565		15264769		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43893		44227		12		－

		2114		17715454		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		91		要介護１		43712		44043		12		－

		2016		19415709		大腿骨転子部骨折 ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護４		43707		44043		12		－

		1129		15740099		大腿動脈狭窄 ダイタイ ドウミャク キョウサク		⑬その他 タ		女		77		要支援２		43637		43982		12		－

		4032		19745544		大腸壊死 ダイチョウ エシ		⑬その他 タ		男		85		要介護５		43858		44196		12		－

		1525		200964		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護２		43665		44012		12		－

		4294		2161656		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護３		43875		44227		12		－

		2671		2300907		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護４		43749		44104		12		－

		619		2841355		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護３		43609		43951		12		－

		1608		2968924		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要支援２		43670		44012		12		－

		560		5551323		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護４		43606		43921		12		－

		4342		6177786		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護５		43880		44227		12		－

		1685		18683472		大腸がん ダイチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護４		43676		43861		6		－

		3875		2738805		大腸癌 ダイチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43845		44196		12		－

		3041		5826969		大腸癌 ダイチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要介護５		43777		44135		12		－

		4883		6078559		大腸癌 ダイチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		66		要介護３		43914		44255		12		－

		3488		6186874		大腸癌 ダイチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護３		43810		44135		12		－

		154		10015701		大腸癌 ダイチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		91		要介護１		43565		43921		12		－

		3182		19267643		大腸癌 ダイチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要支援１		43789		44165		12		－

		1281		18153401		大腸がん末期 ダイチョウ マッキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護４		43648		43982		12		－

		4748		3004732		大腸出血 ダイチョウ シュッケツ		⑬その他 タ		女		85		要支援１		43903		44227		12		－

		853		867900		大腸ポリープ術後 ダイチョウ ジュツゴ		⑬その他 タ		女		87		要支援１		43621		43951		12		－

		4166		2946955		大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症 ダイドウミャク ベン キョウサク ケン ヘイサ フゼン ショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		79		要支援１		43865		44196		12		－

		2295		1124943		大動脈弁狭窄症 ダイドウミャクベン キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		86		要支援１		43725		44074		12		－

		1569		1299255		大動脈弁狭窄症 ダイ ドウミャク ベン キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要介護１		43669		44012		12		－

		2040		1633767		大動脈弁狭窄症 ダイドウミャクベン キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		88		要支援１		43707		44043		12		－

		2710		5380171		大動脈弁狭窄症 ダイドウミャクベン キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要介護１		43754		43921		6		－

		3529		12790419		大動脈弁狭窄症 ダイドウミャク ベン キョウサクショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要介護１		43816		43982		6		－

		3305		1622234		大動脈弁置換術後 ダイドウミャク ベン チカン ジュツゴ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要介護１		43796		44135		12		－

		3458		1991141		大動脈弁置換術後 ダイドウミャク ベン チカン ジュツゴ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		85		要介護１		43809		44135		12		－

		3601		6003311		大動脈弁閉鎖不全症 ダイドウミャク ベン ヘイサ フゼン ショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		79		要介護１		43819		44165		12		－

		4301		2755777		大動脈瘤 ダイドウミャクリュウ		⑬その他 タ		男		76		要介護２		43879		44227		12		－

		4653		5055946		大脳動脈心原性脳塞栓症 ダイノウ ドウミャク シンゲンセイノウソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護５		43896		44255		12		－

		2334		5922771		大脳動脈心原性脳塞栓症 ダイノウ ドウミャク シンゲンセイ ノウ ソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護３		43726		44074		12		－

		2826		1731564		大脳動脈閉塞 ダイノウ ドウミャク ヘイソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護３		43763		44104		12		－

		2447		5643767		大脳皮質基底核変性症 ダイノウ ヒシツ キテイカク ヘンセイショウ		⑬その他 タ		女		76		要介護３		43732		44074		12		－

		3327		13264125		大脳皮質基底核変性症 ダイノウ ヒシツキテイカクヘンセイショウ		⑬その他 タ		男		76		要支援２		43798		44135		12		－

		3051		1775693		高Ｃｋ血症 タカ ケツ ショウ		⑬その他 タ		女		91		要介護４		43781		44135		12		－

		4582		5175941		多系統萎縮症 タ ケイトウ イシュクショウ		⑬その他 タ		男		75		要支援２		43894		44227		12		－

		1934		15343952		脱臼 ダッキュウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		67		要介護１		43704		44043		12		－

		2465		982628		脱水症 ダッスイ ショウ		⑬その他 タ		男		91		要介護２		43733		44104		12		－

		2548		7746822		脱水症 ダッスイ ショウ		⑬その他 タ		男		81		要支援２		43740		44104		12		－

		747		17261510		脱水症 ダッスイ ショウ		⑬その他 タ		男		81		要支援２		43616		43951		12		－

		57		3114597		脱水症、ヘルペス ダッスイ ショウ		⑬その他 タ		女		87		要介護４		43560		43921		12		－

		1442		2202956		多発血管炎性肉下種症 タハツ ケッカンエン セイ ニク ゲシュ ショウ		⑬その他 タ		男		85		要介護１		43658		44012		12		－

		965		6816860		多発骨腫瘍 タハツ コツ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43628		43982		12		－

		819		1299921		多発性筋炎 タハツセイ キンエン		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43620		43982		12		－

		3871		1135945		多発性骨髄腫 タハツセイコツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護１		43845		44012		6		－

		983		1563076		多発性骨髄腫 タハツセイ コツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護１		43630		43769		6		－

		4512		4234952		多発性骨髄腫 タハツセイコツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護４		43889		44227		12		－

		4562		5601525		多発性骨髄腫 タハツセイコツズイシュ		⑬その他 タ		女		68		要支援２		43893		44227		12		－

		2333		5607566		多発性骨髄腫 タハツセイ コツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		66		要支援２		43726		44074		12		－

		1180		17108013		多発性骨髄腫 タハツセイ コツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護３		43641		43982		12		－

		1693		17780750		多発性骨髄腫 タハツセイ コツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護１		43679		43830		6		－

		3428		19880899		多発性骨髄腫 タハツセイ コツズイシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		66		要介護４		43805		44135		12		－

		1229		505391		多発性脳梗塞 タハツセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		88		要支援１		43642		43982		12		－

		1166		614319		多発性脳梗塞 タハツセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要介護１		43641		43982		12		－

		659		5820464		多発性脳梗塞 タハツセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		69		要介護１		43613		43951		12		－

		3931		18620424		多発性脳梗塞 タハツセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護４		43852		44196		12		－

		4097		121771		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		男		89		要支援１		43859		44196		12		－

		1440		239399		胆管炎 タンカン エン		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43658		44012		12		－

		3740		1494287		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		男		87		要介護５		43837		44165		12		－

		3515		1856227		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		男		82		要介護２		43812		44165		12		－

		2978		8262926		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		女		87		要介護４		43774		44104		12		－

		4803		17962522		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		女		72		要支援２		43907		44255		12		－

		4143		19441792		胆管炎 タンカンエン		⑬その他 タ		女		77		要支援１		43861		44227		12		－

		623		785725		胆管がん タンカン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護３		43609		43951		12		－

		1334		8364737		胆管がん タンカン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		65		要介護５		43651		43799		6		がん（末期）

		2535		5846323		胆管癌 タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護２		43739		44104		12		－

		4155		8214034		胆管癌 タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43861		44043		6		－

		3513		10632719		胆管癌 タンカン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護４		43812		44165		12		－

		3846		17252236		胆管癌 タンカンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43844		44196		12		－

		1208		6176712		胆管性膵炎 タンカン セイ スイエン		⑬その他 タ		女		83		要介護１		43642		43982		12		－

		4346		1033263		胆汁性胆管炎 タンジュウセイ タンカンエン		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43880		44227		12		－

		3795		11033444		胆石性膵炎 タンセキ セイ スイエン		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43840		44165		12		－

		3524		807150		短腸症候群 タンチョウ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		82		要介護１		43816		44135		12		－

		4850		2131498		胆嚢炎 タンノウエン		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43914		44255		12		－

		4706		7645171		胆嚢炎 タンノウエン		⑬その他 タ		女		79		要介護１		43901		44227		12		－

		3029		8507261		胆嚢炎 タンノウエン		⑬その他 タ		男		84		要介護５		43777		44104		12		－

		1279		5032628		胆のうがん タン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護３		43648		43982		12		－

		1674		2933152		胆嚢癌 タンノウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		89		要介護１		43676		44012		12		－

		1877		12340120		胆嚢癌 タンノウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		65		要介護３		43698		44043		12		－

		264		13760688		胆のう管癌 タン カン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護３		43578		43921		12		－

		8		8535922		胆のう結石症術後 タン ケッセキ ショウ ジュツゴ		⑬その他 タ		男		74		要支援１		43560		43861		12		－

		1443		612		恥骨・坐骨・仙骨骨折 チコツ ザコツ センコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		91		要介護２		43658		44012		12		－

		2406		705845		恥骨骨折 チコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護３		43728		44074		12		－

		4519		2944987		恥骨骨折 チコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43889		44227		12		－

		4253		7560559		恥骨骨折 チコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		66		要介護２		43873		44227		12		－

		4548		12021750		恥骨骨折 チコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43893		44227		12		－

		216		12916170		膣壁悪性黒色腫 チツ ヘキ アクセイ コクショクシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要支援２		43572		43890		12		－

		669		5956455		知的障害 チテキ ショウガイ		⑬その他 タ		男		69		要支援１		43613		43951		12		－

		3916		15246345		知的障害 チテキ ショウガイ		⑬その他 タ		女		65		要介護１		43851		44286		12		－

		525		4130049		中咽頭癌 チュウ イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護４		43600		43951		12		－

		4262		18520802		中咽頭癌 チュウ イントウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		66		要介護４		43873		44227		12		－

		3636		923206		中心性頚髄損傷 チュウシンセイ ケイズイソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		79		要介護５		43819		44165		12		－

		991		15129713		中心性頚髄損傷 チュウシンセイ ケイズイ ソンショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		71		要介護５		43630		43982		12		－

		28		10391495		中心性頚髄損傷、脳梗塞、高血圧 チュウシンセイ ケイズイ ソンショウ ノウコウソク コウケツアツ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		男		69		要介護１		43560		43708		6		－

		4103		9399623		中心性脊髄損傷 チュウシンセイ セキズイ ソンショウ		⑪脊髄損傷 セキズイ ソンショウ		女		83		要介護１		43859		44196		12		－

		3485		10270477		虫垂癌 チュウスイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援１		43810		44135		12		－

		343		2391406		中大脳動脈閉そく症 チュウ ダイノウ ドウミャク ヘイ ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要支援２		43593		43921		12		－

		2049		14153009		注大脳脈狭窄症 チュウ ダイノウ ミャク キョウサクショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要支援１		43711		43982		12		－

		397		6414788		中等度知的障害 チュウトウ ド チテキ ショウガイ		⑬その他 タ		女		65		要介護５		43595		44012		12		－

		565		9237887		中大脳動脈閉そく症 チュウ ノウ ドウミャク ヘイ ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要支援１		43606		43921		12		－

		3966		4375742		腸管壊死 チョウカン エシ		⑬その他 タ		男		76		要介護３		43854		44196		12		－

		1798		660221		腸閉塞 チョウヘイソク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		87		要支援１		43686		44012		12		－

		766		428132		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要支援２		43616		43951		12		－

		1862		1080105		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援１		43698		44043		12		－

		1007		1883551		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要介護４		43630		44012		12		－

		2195		1922505		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護２		43714		44074		12		－

		862		1990691		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		93		要支援２		43621		43951		12		－

		1210		2237547		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護５		43642		43982		12		－

		4264		2278308		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護１		43873		44043		6		－

		1413		2463946		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要支援１		43656		44012		12		－

		2246		2781875		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護２		43719		44074		12		－

		409		2958309		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護１		43595		43738		6		－

		1299		2978440		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護４		43649		43982		12		－

		655		4182898		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要支援１		43613		43951		12		－

		1918		4438931		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護５		43704		43982		12		－

		1186		7071167		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護１		43641		43982		12		－

		2124		9314130		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		88		要介護１		43712		43861		6		－

		2010		10211110		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護５		43707		44043		12		－

		1141		11062631		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護２		43637		43982		12		－

		2739		13659375		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要支援２		43756		44104		12		－

		2318		14491419		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護１		43725		43890		6		－

		2268		15020037		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護１		43721		43890		6		－

		794		15203379		直腸がん チョクチョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護１		43620		43769		6		－

		3755		74501		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		91		要支援２		43837		44196		12		－

		202		1368729		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要支援２		43571		43921		12		－

		4397		2060388		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護３		43882		44255		12		－

		3136		2869675		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護３		43788		44135		12		－

		3640		2941759		直腸癌 チョクチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		88		要支援１		43819		44165		12		－

		324		4811135		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援２		43593		43921		12		－

		3944		5107288		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護２		43852		44196		12		－

		3609		5412986		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護４		43819		44165		12		－

		3738		5620465		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43837		44165		12		－

		240		7616741		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43574		43921		12		－

		3967		11984074		直腸癌 チョクチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援１		43854		44196		12		－

		4679		19431056		直腸癌 チョクチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護１		43900		44227		12		－

		4627		19893826		直腸癌 チョクチョウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要支援２		43894		44255		12		－

		371		14826402		直腸癌術後 チョクチョウ ガン ジュツゴ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護２		43595		43921		12		－

		49		3732266		直腸がん末期、両側水腎症 チョクチョウ マッキ リョウソク スイジンショウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護３		43560		43890		12		－

		1359		2232961		直腸憩室穿孔 チョクチョウ ケイシツ センコウ		⑬その他 タ		女		87		要介護２		43651		44012		12		－

		1652		2544202		直腸脱 チョクチョウ ダツ		⑬その他 タ		女		83		要介護１		43672		44012		12		－

		4296		18850574		直腸脱 チョクチョウ ダツ		⑬その他 タ		女		90		要支援２		43879		44196		12		－

		3576		9707361		直腸膀胱癌 チョクチョウ ボウコウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護１		43817		43982		6		－

		4286		686727		陳旧性心筋梗塞 チンキュウセイ シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		70		要支援２		43875		44227		12		－

		590		1552091		陳旧性心筋梗塞 チンキュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		66		要支援２		43607		43951		12		－

		586		11610751		陳旧性心筋梗塞 チンキュウセイ シンキンコウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		71		要支援２		43607		43921		12		－

		4408		19935733		陳旧性心筋梗塞 チンキュウセイ シンキン コウソク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要介護１		43886		44227		12		－

		917		4248341		陳旧性脳梗塞 チンキュウセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43627		43951		12		－

		870		5675481		陳旧性脳梗塞 チンキュウセイ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要支援１		43621		43982		12		－

		3105		556785		椎間板ヘルニア ツイカンバン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要介護２		43784		44074		12		－

		3726		582140		椎間板ヘルニア ツイカンバン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援２		43824		44196		12		－

		960		7273355		強皮症 ツヨ カワ ショウ		⑬その他 タ		女		75		要支援２		43628		43951		12		－

		4919		10897763		低アルブミン血症 テイ ケッショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護５		43915		44255		12		－

		1395		15030652		低血糖 テイケットウ		⑬その他 タ		男		78		要支援１		43656		43982		12		－

		2766		2461633		低血糖症 テイケットウ ショウ		⑬その他 タ		女		87		要支援１		43761		44074		12		－

		3825		66630		低ナトリウム血症 テイ ケッショウ		⑬その他 タ		男		78		要介護４		43844		44196		12		－

		2077		1714341		低ナトリウム血症 テイ ケッショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43711		44043		12		－

		4890		42242		適応障害 テキオウショウガイ		⑬その他 タ		女		76		要介護１		43915		44227		12		－

		1666		13389696		鉄欠乏性貧血 テツケツボウセイヒンケツ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43676		44012		12		－

		2545		14500817		鉄欠乏性貧血 テツケツボウセイヒンケツ		⑬その他 タ		女		92		要支援１		43740		44074		12		－

		3865		7168985		転移性脊髄腫瘍 テンイセイ セキズイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護４		43845		44196		12		－

		2670		4056060		転移性脳腫瘍 テンイセイ ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護５		43749		44104		12		－

		4269		9865411		転移性脳腫瘍 テンイセイ ノウ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護１		43875		44012		6		－

		672		13738917		転移性脳腫瘍 テンイセイ ノウ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護４		43613		43951		12		－

		1143		2964767		転移性肺がん テンイセイ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		94		要介護４		43637		44012		12		－

		978		12694240		転移性肺がん テンイセイ ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護２		43628		43982		12		－

		2397		2193337		転移性肺腫瘍 テンイセイ ハイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		87		要介護１		43728		43890		6		－

		1046		305707		てんかん		⑬その他 タ		男		84		要介護４		43635		43982		12		－

		441		1207563		てんかん		⑬その他 タ		男		87		要介護１		43599		43921		12		－

		2540		3520421		てんかん		⑬その他 タ		男		68		要支援２		43740		44074		12		－

		4044		9047646		てんかん		⑬その他 タ		男		78		要介護１		43858		44012		6		－

		1050		18029953		転換複雑部分発作 テンカン フクザツ ブブン ホッサ		⑬その他 タ		男		82		要支援１		43635		43982		12		－

		226		7497717		臀部打撲、 デンブ ダボク		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		86		要介護２		43572		43921		12		－

		1746		607231		臀部打撲傷 デンブ ダボクショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要支援２		43683		44012		12		－

		91		3468356		頭頚部癌、肝がん トウケイブ ガン カン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要支援１		43564		43890		12		－

		1145		5565278		統合失調感情障害 トウゴウ シッチョウ カンジョウ ショウガイ		⑬その他 タ		女		74		要介護４		43641		43951		12		－

		2795		2169916		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		73		要介護１		43763		44104		12		－

		2276		2369184		統合失調症 トウゴウ シッチョウ ショウ		⑬その他 タ		女		79		要介護２		43721		44074		12		－

		2994		2537621		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		70		要介護３		43775		44104		12		－

		3719		2850397		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		⑬その他 タ		男		66		要介護２		43824		44196		12		－

		3366		6836933		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		⑬その他 タ		女		84		要介護２		43802		44135		12		－

		4303		6909558		統合失調症 トウゴウ シッチョウ ショウ		⑬その他 タ		男		74		要介護１		43879		44227		12		－

		1989		7007744		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		68		要介護２		43705		44043		12		－

		4272		7709579		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		65		要支援１		43875		44286		12		－

		3597		7815549		統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		⑬その他 タ		男		70		要介護１		43819		44165		12		－

		1031		8497664		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		79		要介護１		43634		43982		12		－

		1817		9334866		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		66		要支援１		43686		44043		12		－

		1137		11413883		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		71		要介護１		43637		43982		12		－

		4445		13494643		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		65		要介護１		43887		44286		12		－

		2782		15429482		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護２		43761		44104		12		－

		2627		15850226		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		76		要介護１		43747		44074		12		－

		2825		16210638		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		70		要介護４		43763		44104		12		－

		710		17025231		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		70		要介護１		43614		43951		12		－

		587		18201157		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		70		要介護３		43607		43921		12		－

		2503		18455934		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		66		要介護１		43739		44074		12		－

		1383		19235078		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		女		77		要支援１		43655		44012		12		－

		1450		19357252		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		78		要介護２		43658		44012		12		－

		922		19874199		統合失調症 トウゴウ シッチョウショウ		⑬その他 タ		男		68		要支援１		43627		43951		12		－

		957		354988		統合失調症疑い トウゴウシッチョウショウ ウタガ		⑬その他 タ		男		78		要介護５		43628		43951		12		－

		89		17595210		統合失調症疑い トウゴウ シッチョウショウ ウタガ		⑬その他 タ		女		66		要介護２		43564		43890		12		－

		1165		1736272		橈骨遠位端骨折 トウコツ エンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		90		要介護２		43641		43982		12		－

		787		120812		橈骨尺骨遠位端骨折 トウコツ シャッコツ エンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護１		43620		43951		12		－

		987		1109022		橈骨尺骨遠位端骨折 トウコツシャッコツ エンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要支援２		43630		43982		12		－

		2096		6150098		頭頂葉膠芽腫 トウチョウヨウ コウガシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護４		43712		44012		12		－

		2955		85707		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		83		要支援１		43770		44135		12		－

		4779		113883		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		79		要介護１		43907		44165		12		－

		3142		606979		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		81		要支援２		43788		44135		12		－

		3242		730726		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		86		要支援１		43795		44104		12		－

		2743		814385		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		83		要介護２		43756		44104		12		－

		4791		815713		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		79		要介護３		43907		44255		12		－

		4687		858269		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		82		要支援２		43900		44255		12		－

		4738		867969		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		81		要介護４		43901		44255		12		－

		3983		976946		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		86		要支援１		43858		44165		12		－

		3202		1042131		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		87		要介護１		43791		44135		12		－

		399		1062034		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		93		要支援２		43595		43921		12		－

		2173		1110535		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		78		要介護４		43714		44043		12		－

		3639		1121740		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		85		要支援１		43819		44165		12		－

		2944		1324578		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		78		要介護５		43770		44104		12		－

		3634		1349902		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		75		要支援２		43819		44165		12		－

		1646		1361414		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		93		要支援２		43672		44012		12		－

		3621		1391127		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		81		要支援１		43819		44165		12		－

		4729		1392522		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		79		要介護１		43901		44255		12		－

		2894		1555871		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		81		要介護３		43767		44104		12		－

		1546		1899741		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		87		要支援１		43665		44012		12		－

		3295		1951637		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		77		要介護１		43796		43951		6		－

		3644		2117592		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		101		要支援２		43819		44165		12		－

		4576		2141736		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		86		要支援２		43893		44227		12		－

		3148		2646161		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		89		要介護１		43788		44135		12		－

		4949		2808579		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		85		要介護１		43917		44255		12		－

		4340		2821265		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		88		要支援１		43880		44227		12		－

		348		2958830		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		83		要介護２		43593		43921		12		－

		3839		2991969		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		78		要支援２		43844		44196		12		－

		3685		3067998		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		71		要支援１		43823		44165		12		－

		825		3473589		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		67		要支援１		43621		43861		12		－

		4853		3497186		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		72		要介護５		43914		44255		12		－

		3668		3797791		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		75		要支援１		43823		44165		12		－

		4025		3976980		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		88		要介護２		43858		44196		12		－

		3047		3982807		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		78		要支援１		43781		44104		12		－

		1621		4133340		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要介護１		43670		44012		12		－

		2294		4568541		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		85		要介護４		43725		44074		12		－

		2507		4671856		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		73		要介護３		43739		44074		12		－

		818		5029457		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		79		要介護４		43620		43982		12		－

		4905		5075408		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		79		要支援１		43915		44255		12		－

		1615		5084300		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		86		要支援２		43670		44012		12		－

		1472		5729998		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		81		要支援２		43662		44012		12		－

		1604		6788891		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		90		要支援１		43670		44012		12		－

		905		6937292		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		69		要介護１		43623		43799		6		－

		3898		7302053		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要支援２		43847		44196		12		－

		4023		7331533		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		76		要介護１		43858		44196		12		－

		1485		7565585		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要介護１		43663		43830		6		－

		561		7725205		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		72		要支援２		43606		43921		12		－

		3581		8430713		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		85		要支援１		43817		44165		12		－

		3399		9440976		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		70		要支援２		43803		44135		12		－

		3154		9475354		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		88		要支援１		43788		44135		12		－

		849		11298073		糖尿病 トウニョウ ビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		75		要介護１		43621		43951		12		－

		3901		11587849		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		87		要支援１		43847		44196		12		－

		2696		13362071		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		88		要支援１		43754		44104		12		－

		3933		13419960		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		83		要介護１		43852		44196		12		－

		3304		14235170		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		84		要支援１		43796		44135		12		－

		249		15971422		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		80		要支援１		43578		43861		12		－

		3837		16101634		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		73		要介護１		43844		44196		12		－

		3441		16159101		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要支援１		43805		44165		12		－

		3204		16487016		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		73		要支援２		43791		44135		12		－

		4119		17096185		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		66		要介護４		43861		44196		12		－

		4701		17314892		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		78		要支援２		43901		44196		12		－

		3008		17423497		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		87		要支援１		43775		44135		12		－

		2532		17808037		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		82		要介護１		43739		44104		12		－

		3725		18496299		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		83		要支援１		43824		44196		12		－

		2003		19062409		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		78		要支援１		43705		44043		12		－

		1098		19171101		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要支援１		43637		43982		12		－

		2615		19981938		糖尿病 トウニョウビョウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要支援１		43746		44104		12		－

		110		17317670		糖尿病、下腿壊死性筋膜炎、虚血性心疾患 トウニョウビョウ カタイ エシセイ キンマク エン キョケツセイ シンシッカン		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		66		要介護２		43564		43921		12		－

		103		3456625		糖尿病、脊柱管狭窄症 トウニョウビョウ セキチュウカン キョウサクショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		66		要支援１		43564		43951		12		－

		848		12669318		糖尿病腎症 トウニョウビョウ ジンショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		84		要介護１		43621		43951		12		－

		186		1267141		糖尿病性足壊疽 トウニョウビョウセイ アシ エソ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		女		83		要介護１		43571		43708		6		－

		3540		1901231		糖尿病性腎症 トウニョウビョウセイ ジン ショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		86		要支援１		43816		44165		12		－

		4669		15376354		糖尿病性腎症 トウニョウビョウセイ ジンショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		75		要支援２		43900		44227		12		－

		3855		15501833		糖尿病性腎症 トウニョウビョウセイ ジン ショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		76		要介護１		43845		44165		12		－

		464		3396495		糖尿病生腎症 トウニョウビョウ セイ ジンショウ		⑧糖尿病 トウニョウビョウ		男		82		要支援１		43599		43921		12		－

		3185		6655858		頭部外傷後遺症 トウブ ガイショウ コウイショウ		⑬その他 タ		男		65		要介護５		43791		44196		12		－

		2315		4530268		洞不全症候群 ドウフゼン ショウコウグン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要支援１		43725		44074		12		－

		844		5786207		洞不全症候群 ドウフゼン ショウコウグン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援１		43621		43951		12		－

		4174		7859546		洞不全症候群 ドウフゼンショウコウグン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		86		要支援１		43865		44227		12		－

		201		13566938		洞不全症候群 ドウフゼンショウコウグン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		83		要介護３		43571		43921		12		－

		2384		8746052		動脈硬化 ドウミャク コウカ		⑬その他 タ		女		82		要支援２		43728		44074		12		－

		4199		2084376		動脈硬化症 ドウミャク コウカショウ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43866		44227		12		－

		3841		2991951		動脈硬化症 ドウミャク コウカショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援２		43844		44196		12		－

		2594		2920735		動脈瘤 ドウミャクリュウ		⑬その他 タ		女		80		要介護１		43746		44104		12		－

		1512		13592891		特発性肺線維症 トク パツ セイ ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		75		要支援１		43665		44012		12		－

		2624		1956329		内頚動脈狭窄症 ナイケイドウミャク キョウサクショウ		⑬その他 タ		男		84		要介護４		43747		44074		12		－

		2517		11591935		難治性逆流性食道炎 ナンジセイ ギャクリュウセイショクドウエン		⑬その他 タ		女		77		要支援２		43739		44074		12		－

		3799		18820676		難治性慢性肺アスペルギルス症 ナンジセイ マンセイ ハイ ショウ		⑬その他 タ		男		67		要介護１		43840		43982		6		－

		2941		5630916		難聴 ナンチョウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		88		要支援１		43770		44104		12		－

		2761		322229		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護２		43756		44135		12		－

		1459		327123		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要支援１		43662		43982		12		－

		2106		1320955		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護２		43712		44043		12		－

		1251		1612344		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		77		要介護３		43644		43982		12		－

		1243		2513650		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護２		43644		43982		12		－

		813		2537362		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		94		要介護２		43620		43951		12		－

		1929		3696723		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護２		43704		44043		12		－

		4517		6174256		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要支援１		43889		44227		12		－

		2169		8057231		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要介護４		43712		44074		12		－

		2013		8081085		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		90		要介護１		43707		44043		12		－

		2296		8894345		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要介護１		43725		44074		12		－

		1498		12146170		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要介護４		43663		44012		12		－

		412		15368351		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		68		要介護２		43595		43951		12		－

		1757		17083598		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護２		43683		44043		12		－

		2183		18760363		乳がん ニュウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護２		43714		44074		12		－

		3528		2491389		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護１		43816		44165		12		－

		349		3727793		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要支援２		43593		43921		12		－

		4719		4193571		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要支援２		43901		44227		12		－

		3589		6291074		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護２		43817		44196		12		－

		3180		12000248		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護４		43789		44135		12		－

		152		12068497		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		68		要支援２		43565		43921		12		－

		3915		14481553		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護３		43851		44196		12		－

		3090		18451451		乳癌 ニュウガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要介護５		43781		44135		12		－

		60		82031		乳がん、乳癌骨・胃転移 ニュウ ニュウガン コツ イ テンイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護２		43560		43921		12		－

		3481		6992374		乳癌末期 ニュウガン マッキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護３		43809		44165		12		－

		3338		12476129		乳癌末期 ニュウガン マッキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		82		要介護２		43798		44135		12		－

		3423		690635		尿管癌 ニョウカン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護５		43803		44165		12		－

		229		5432332		尿管癌 ニョウカン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護１		43574		43738		6		－

		2467		6131000		尿管癌 ニョウカン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護５		43733		44104		12		－

		2809		5629586		尿管結石 ニョウカン ケッセキ		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43763		44104		12		－

		34		6438229		尿膜管癌末期、腹膜播種 ニョウマクカン ガン マッキ フクマクハシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護３		43560		43890		12		－

		180		1366459		尿路感染症 ニョウロカンセンショウ		⑬その他 タ		男		85		要支援１		43567		43921		12		－

		328		2258218		尿路感染症 ニョウロカンセンショウ		⑬その他 タ		男		81		要支援２		43593		43921		12		－

		4910		2730464		尿路感染症 ニョウロカンセンショウ		⑬その他 タ		男		94		要介護１		43915		44255		12		－

		3065		2835274		尿路感染症 ニョウロ カンセンショウ		⑬その他 タ		女		85		要支援２		43781		44135		12		－

		4134		7310943		尿路感染症 ニョウロカンセンショウ		⑬その他 タ		女		85		要介護４		43861		44196		12		－

		907		9148477		尿路感染症 ニョウロ カンセンショウ		⑬その他 タ		男		76		要支援２		43623		43982		12		－

		2519		17699569		尿路感染症 ニョウロ カンセンショウ		⑬その他 タ		女		88		要介護５		43739		44074		12		－

		1184		12159298		認知機能障害 ニンチ キノウ ショウガイ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要支援２		43641		43982		12		－

		293		7651121		認知機能低下 ニンチキノウ テイカ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43592		43921		12		－

		214		14350351		認知機能低下 ニンチ キノウ テイカ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護３		43572		43890		12		－

		2682		515		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43753		44104		12		－

		2589		177768		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護２		43746		44074		12		－

		3632		185191		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43819		44165		12		－

		3783		227315		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43838		44196		12		－

		740		252409		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要支援１		43616		43951		12		－

		629		297321		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護２		43613		43921		12		－

		1531		332232		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43665		44012		12		－

		1138		339784		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		93		要介護１		43637		43982		12		－

		2340		345369		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護３		43726		44074		12		－

		2445		353566		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要支援１		43732		44074		12		－

		2446		353574		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43732		44074		12		－

		2780		364461		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護１		43761		44104		12		－

		3169		366617		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要介護２		43789		44135		12		－

		4737		375527		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護２		43901		44255		12		－

		1520		383481		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護２		43665		44012		12		－

		674		442623		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要介護１		43614		43890		12		－

		124		581411		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		67		要介護２		43565		43890		12		－

		4206		590011		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43866		44227		12		－

		1745		657514		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護５		43683		44012		12		－

		4161		676098		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43865		44196		12		－

		3002		678724		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43775		44104		12		－

		4423		682683		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43886		44227		12		－

		2192		683914		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要支援２		43714		44074		12		－

		304		742881		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護２		43592		43921		12		－

		2601		745022		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43746		44104		12		－

		748		777153		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要介護１		43616		43951		12		－

		4745		790516		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43903		44227		12		－

		4116		810886		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43859		44227		12		－

		2408		864684		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要支援１		43728		44074		12		－

		4011		900320		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要支援１		43858		44196		12		－

		2805		909378		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要支援１		43763		44104		12		－

		4191		922765		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		68		要介護１		43866		44196		12		－

		3666		929794		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43823		44165		12		－

		1554		931845		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要支援１		43669		43982		12		－

		407		959006		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43595		43921		12		－

		4638		973106		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		78		要支援１		43896		44227		12		－

		3408		990779		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要介護３		43803		44135		12		－

		4073		1006967		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要支援１		43859		44196		12		－

		1809		1080091		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43686		44043		12		－

		4022		1109561		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43858		44196		12		－

		106		1125842		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43564		43890		12		－

		3910		1190873		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43851		44196		12		－

		3411		1235435		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要支援１		43803		44165		12		－

		1826		1246828		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護３		43686		44043		12		－

		1482		1248821		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要支援２		43663		44012		12		－

		3518		1251571		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護５		43812		44165		12		－

		4491		1262149		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護４		43889		44227		12		－

		1704		1287753		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護２		43679		44012		12		－

		1802		1292820		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43686		44012		12		－

		325		1293931		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43593		43921		12		－

		4888		1295705		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43915		44227		12		－

		543		1302990		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43602		43921		12		－

		2492		1329162		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援１		43735		44074		12		－

		1908		1343629		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43700		44043		12		－

		2983		1396978		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43774		44135		12		－

		3146		1435698		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護２		43788		44135		12		－

		2745		1461036		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43756		44104		12		－

		2757		1477081		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43756		44104		12		－

		2222		1477846		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護２		43718		44074		12		－

		97		1485512		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43564		43890		12		－

		1493		1548395		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要介護１		43663		44012		12		－

		480		1562240		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43599		43921		12		－

		4622		1618547		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43894		44227		12		－

		2790		1674773		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43763		44104		12		－

		3635		1759701		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43819		44165		12		－

		3392		1760114		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43803		44135		12		－

		1465		1785826		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43662		44012		12		－

		4571		1824601		認知症 ニンチショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要介護２		43893		44227		12		－

		1147		1857711		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護３		43641		43982		12		－

		3320		1873962		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		69		要介護２		43798		44135		12		－

		4495		1880551		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43889		44227		12		－

		2869		1900323		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護１		43767		44104		12		－

		3491		1900331		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43810		44135		12		－

		2590		1914421		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43746		44074		12		－

		2438		1915851		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要支援１		43732		44074		12		－

		2636		1924109		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43747		44104		12		－

		3659		1939521		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要介護４		43823		44135		12		－

		2267		1940741		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43721		44074		12		－

		2336		1998544		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43726		44074		12		－

		3790		2011964		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43840		44135		12		－

		1837		2016796		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43686		44043		12		－

		2455		2017059		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護２		43733		44043		12		－

		1077		2052831		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43637		43982		12		－

		2563		2064294		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43742		44043		12		－

		703		2071282		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要支援１		43614		43951		12		－

		1320		2103923		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43649		43982		12		－

		1732		2131188		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要支援１		43683		44012		12		－

		2235		2136058		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護１		43718		44074		12		－

		1706		2152959		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43679		44012		12		－

		827		2157187		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要支援１		43621		43921		12		－

		4443		2161141		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43887		44196		12		－

		290		2222540		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43592		43921		12		－

		2635		2224747		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43747		44104		12		－

		2508		2231573		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43739		44074		12		－

		627		2306352		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護５		43613		43921		12		－

		4027		2432722		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護１		43858		44196		12		－

		4936		2442035		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43917		44255		12		－

		4614		2443872		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要支援２		43894		44227		12		－

		4181		2459272		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43865		44227		12		－

		2473		2575582		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護１		43735		44074		12		－

		2963		2620006		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43774		44074		12		－

		2338		2730961		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		93		要介護１		43726		44074		12		－

		1911		2732165		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43700		44043		12		－

		2131		2733609		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43712		44043		12		－

		973		2743841		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要介護１		43628		43982		12		－

		1524		2765811		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43665		44012		12		－

		3427		2814935		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43805		44135		12		－

		4087		2831881		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43859		44196		12		－

		3868		2846951		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護１		43845		44196		12		－

		2069		2905345		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要支援１		43711		44043		12		－

		1894		2925206		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援１		43700		44043		12		－

		4094		2974568		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護２		43859		44196		12		－

		809		2995841		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43620		43951		12		－

		2695		2998629		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43754		44104		12		－

		4872		3010724		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護３		43914		44255		12		－

		1717		3011909		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		74		要介護１		43679		44043		12		－

		1491		3065405		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43663		44012		12		－

		1573		3082628		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43669		44012		12		－

		1474		3209024		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要支援１		43663		43951		12		－

		4499		3217175		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		95		要介護１		43889		44227		12		－

		2840		3241297		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要支援１		43763		44104		12		－

		237		3285057		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護２		43574		43921		12		－

		2301		3286100		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43725		44074		12		－

		4765		3388026		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護１		43903		44255		12		－

		3088		3419681		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護１		43781		44135		12		－

		2645		3421872		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		93		要介護３		43747		44104		12		－

		2579		3467210		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護２		43746		44074		12		－

		1225		3556212		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43642		43982		12		－

		1778		3836355		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		69		要介護１		43684		44043		12		－

		4182		3955575		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43865		44227		12		－

		3027		4020375		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護２		43777		44104		12		－

		4593		4057309		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護３		43894		44227		12		－

		1881		4068602		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43700		44043		12		－

		4380		4108256		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		71		要介護１		43882		44227		12		－

		3219		4218205		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43791		44135		12		－

		1171		4233212		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43641		43982		12		－

		2329		4243536		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43726		44074		12		－

		2901		4252829		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43767		44104		12		－

		1919		4332989		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43704		44012		12		－

		1577		4394151		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護１		43669		44012		12		－

		3303		4464141		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43796		44135		12		－

		528		4465717		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護５		43602		43890		12		－

		4210		4680863		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43866		44227		12		－

		3998		4763556		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43858		44196		12		－

		4796		4821718		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43907		44255		12		－

		928		4906161		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43627		43951		12		－

		2509		5031796		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護４		43739		44074		12		－

		4235		5062497		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43873		44196		12		－

		2677		5089972		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		65		要支援１		43753		44165		12		－

		4828		5096693		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		70		要介護１		43908		44255		12		－

		3141		5100038		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護３		43788		44135		12		－

		2126		5220513		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		94		要支援２		43712		44043		12		－

		3414		5312566		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43803		44165		12		－

		4540		5315034		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護５		43893		44227		12		－

		3244		5369126		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護１		43795		44135		12		－

		2552		5372852		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要支援２		43740		44104		12		－

		3336		5424682		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		73		要介護１		43798		44135		12		－

		445		5470366		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護２		43599		43921		12		－

		2352		5514282		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要介護３		43726		44074		12		－

		1590		5553105		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43669		44012		12		－

		4084		5587166		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護１		43859		44196		12		－

		4732		5626463		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43901		44255		12		－

		3811		5626862		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43840		44196		12		－

		3229		5658284		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43791		44135		12		－

		3700		5702895		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護２		43824		44165		12		－

		1049		5705215		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援１		43635		43982		12		－

		1115		5718261		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護２		43637		43982		12		－

		2362		5737443		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要支援２		43726		44074		12		－

		3487		5811821		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		68		要支援１		43810		44135		12		－

		3968		5824851		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護５		43854		44196		12		－

		2478		5908311		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43735		44074		12		－

		910		5964393		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43623		43982		12		－

		4897		5965659		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護２		43915		44255		12		－

		206		5991153		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護４		43571		43921		12		－

		3592		6104304		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護１		43819		44165		12		－

		1605		6131816		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43670		44012		12		－

		3274		6186866		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護２		43795		44135		12		－

		1924		6196357		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43704		44043		12		－

		811		6291554		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43620		43951		12		－

		2393		6472478		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43728		44074		12		－

		2784		6490051		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43761		44104		12		－

		1607		6815910		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43670		44012		12		－

		2979		6850073		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		94		要介護５		43774		44104		12		－

		2835		6907156		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要介護１		43763		44104		12		－

		507		7094337		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		99		要介護３		43600		43921		12		－

		2630		7144563		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援１		43747		44104		12		－

		3575		7147597		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		94		要介護１		43817		44165		12		－

		3108		7217030		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43784		44104		12		－

		3048		7370628		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43781		44104		12		－

		2523		7432682		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43739		44074		12		－

		3815		7544120		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要支援１		43844		44165		12		－

		1813		7577885		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		97		要介護２		43686		44043		12		－

		1714		7645651		認知症 ニンチ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		69		要介護５		43679		44043		12		－

		1536		8044066		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43665		44012		12		－

		1289		8052930		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護１		43648		44012		12		－

		3532		8444056		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43816		44165		12		－

		668		8503753		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護３		43613		43951		12		－

		2376		8662312		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護１		43728		44074		12		－

		2303		8853886		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43725		44074		12		－

		2079		9294414		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43711		44043		12		－

		4511		9304771		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43889		44227		12		－

		4105		9399615		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要支援１		43859		44196		12		－

		4198		9460811		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護２		43866		44227		12		－

		3175		9704892		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		77		要介護１		43789		44135		12		－

		3502		9818669		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要支援１		43810		44165		12		－

		1100		10174567		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		94		要支援２		43637		43982		12		－

		616		10277951		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		73		要介護１		43609		43951		12		－

		2025		10388133		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護２		43707		44043		12		－

		3595		11101431		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援２		43819		44165		12		－

		2073		11120495		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護２		43711		44043		12		－

		151		11453401		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43565		43921		12		－

		4162		11537922		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要支援１		43865		44196		12		－

		3943		11931736		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43852		44196		12		－

		4662		12012912		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要支援１		43896		44255		12		－

		2933		12099813		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43770		44104		12		－

		2602		12150002		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43746		44104		12		－

		1124		12175064		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要支援１		43637		43982		12		－

		4043		12365661		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		69		要介護２		43858		44196		12		－

		2772		12371521		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		82		要介護１		43761		44104		12		－

		1939		12571903		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43704		44043		12		－

		3510		12684601		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要支援１		43812		44165		12		－

		2129		13191675		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43712		44043		12		－

		4645		13330039		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護２		43896		44227		12		－

		4508		13439138		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43889		44227		12		－

		2255		13500155		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43719		44074		12		－

		3908		13584596		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		73		要介護１		43851		44165		12		－

		927		13645960		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43627		43951		12		－

		4193		13702335		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		79		要介護２		43866		44196		12		－

		3298		13714511		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護１		43796		44135		12		－

		313		13792270		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		89		要介護２		43592		43921		12		－

		2130		14345021		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43712		44043		12		－

		4385		14448459		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護５		43882		44227		12		－

		2643		14543664		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43747		44104		12		－

		3627		14718600		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護１		43819		44165		12		－

		3914		14828154		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		89		要介護３		43851		44196		12		－

		4321		14835410		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		92		要介護３		43879		44227		12		－

		4068		14844249		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護５		43859		44196		12		－

		3536		14860465		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43816		44165		12		－

		2882		15054446		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		87		要介護２		43767		44104		12		－

		3996		15063810		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護３		43858		44196		12		－

		1948		15117634		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		85		要介護１		43704		44043		12		－

		2498		15381421		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		74		要介護２		43739		44074		12		－

		649		15494764		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護１		43613		43951		12		－

		3637		15964027		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護１		43819		44165		12		－

		4823		17032131		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		80		要介護１		43908		44255		12		－

		519		17153694		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要支援１		43600		43951		12		－

		998		17211905		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		88		要介護２		43630		43982		12		－

		193		17285954		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		96		要介護４		43571		43890		12		－

		4176		17397060		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要介護５		43865		44227		12		－

		4461		17553551		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43887		44227		12		－

		299		17722655		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		100		要介護１		43592		43921		12		－

		4291		17855636		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護５		43875		44227		12		－

		1962		18184915		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要支援１		43704		44043		12		－

		3069		18186307		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43781		44135		12		－

		1559		18239558		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		76		要介護１		43669		44012		12		－

		2270		18422004		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		88		要介護１		43721		44074		12		－

		1386		18922135		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要介護２		43655		44012		12		－

		4895		19043594		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		86		要介護１		43915		44255		12		－

		4925		19080350		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護２		43915		44255		12		－

		1464		19102712		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		90		要介護１		43662		44012		12		－

		529		19440178		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護３		43602		43890		12		－

		3985		19492581		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		68		要介護１		43858		44196		12		－

		933		19710905		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護１		43627		43951		12		－

		4615		19721079		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		67		要支援２		43894		44227		12		－

		744		19745552		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		78		要介護１		43616		43951		12		－

		1740		19876272		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要支援１		43683		44012		12		－

		1657		19896549		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43672		44012		12		－

		3385		19928079		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要介護１		43803		44104		12		－

		1889		19943346		認知症 ニンチ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		73		要介護１		43700		44043		12		－

		2718		19983825		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43756		44104		12		－

		3596		20015651		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43819		44165		12		－

		4242		20060973		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護２		43873		44227		12		－

		4937		20085397		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		70		要支援１		43917		44255		12		－

		4797		20100286		認知症 ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		75		要介護１		43907		44255		12		－

		46		1249266		認知症、高血圧症、心不全、前立腺肥大症 ニンチショウ コウケツアツショウ シンフゼン ゼンリツセンヒダイ ショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		72		要介護３		43560		43890		12		－

		18		1276875		認知症、心不全 ニンチショウ シンフゼン		⑥認知症 ニンチショウ		男		87		要介護２		43560		43890		12		－

		29		1393979		認知症、不眠症 ニンチショウ フミンショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43560		43890		12		－

		47		19682322		認知症、変形性脊椎症 ニンチショウ ヘンケイセイ セキツイショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		72		要介護４		43560		43890		12		－

		1314		736848		認知症疑い ニンチショウ ウタガ		⑥認知症 ニンチショウ		女		86		要介護１		43649		43982		12		－

		2324		2948150		熱中症 ネッチュウ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		84		要介護２		43726		44074		12		－

		2327		9590722		熱中症 ネッチュウ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		82		要介護１		43726		44074		12		－

		643		7845189		脳萎縮 ノウ イシュク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護１		43613		43951		12		－

		3704		519413		脳幹梗塞 ノウカンコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援２		43824		44165		12		－

		3280		1111876		脳幹梗塞 ノウカンコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護５		43795		44135		12		－

		3413		1491482		脳幹梗塞 ノウカンコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43803		44165		12		－

		850		2069130		脳幹梗塞 ノウカン コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護１		43621		43769		6		－

		2444		9072438		脳幹梗塞 ノウカン コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要支援２		43732		44074		12		－

		817		1083228		脳幹出血 ノウカン シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護５		43620		43982		12		－

		3416		6835261		脳幹出血 ノウカン シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		69		要介護４		43803		44165		12		－

		39		1817515		膿胸 ノウキョウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43560		43890		12		－

		1097		462381		脳血管疾患 ノウ ケッカン シッカン		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護１		43637		43982		12		－

		195		9187961		脳血管疾患 ノウケッカンシッカン		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		69		要介護４		43571		43921		12		－

		2116		1499947		脳血管性障害 ノウ ケッカンセイ ショウガイ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護１		43712		44043		12		－

		3869		235601		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		94		要介護４		43845		44196		12		－

		497		311545		脳血管性認知症 ノウケッカン セイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43600		43921		12		－

		4170		664901		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		80		要介護１		43865		44196		12		－

		224		890910		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		81		要支援１		43572		43921		12		－

		2512		2673622		脳血管性認知症 ノウ ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		81		要介護１		43739		44074		12		－

		403		4468040		脳血管性認知症 ノウ ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		84		要支援１		43595		43921		12		－

		909		5549027		脳血管性認知症 ノウ ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要介護１		43623		43982		12		－

		4267		7211503		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		71		要介護４		43875		44196		12		－

		2698		11212608		脳血管性認知症 ノウ ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		68		要介護１		43754		44104		12		－

		3866		13115251		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		85		要介護１		43845		44196		12		－

		3991		17549146		脳血管性認知症 ノウケッカンセイニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		79		要介護１		43858		44196		12		－

		119		19766655		脳血管性認知症 ノウ ケッカンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43564		43921		12		－

		1315		197751		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		86		要介護１		43649		43799		6		－

		4520		205044		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		86		要介護５		43889		44227		12		－

		1119		227684		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要支援１		43637		43982		12		－

		2576		238481		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護５		43742		44104		12		－

		3452		334090		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護３		43805		44165		12		－

		541		372498		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要支援２		43602		43921		12		－

		1284		401421		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護５		43648		43982		12		－

		3807		436283		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護３		43840		44196		12		－

		3199		457329		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要支援１		43791		44135		12		－

		2521		473413		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要支援１		43739		44074		12		－

		4465		546119		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		89		要介護４		43887		44227		12		－

		4107		563391		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護３		43859		44196		12		－

		1121		599085		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護２		43637		43982		12		－

		177		607380		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護５		43567		43921		12		－

		3281		628531		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護４		43795		44135		12		－

		2685		648671		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要支援１		43753		44104		12		－

		4901		653021		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要支援２		43915		44255		12		－

		3749		658936		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護２		43837		44196		12		－

		3278		680010		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援１		43795		44135		12		－

		2350		682063		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護４		43726		44074		12		－

		4530		797065		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		89		要介護５		43889		44227		12		－

		1702		821730		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要支援２		43679		44012		12		－

		1067		845477		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護２		43635		43982		12		－

		174		853259		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		88		要支援１		43567		43921		12		－

		1254		857378		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		88		要介護４		43644		43982		12		－

		4596		869520		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要支援２		43894		44227		12		－

		3672		878430		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		86		要介護５		43823		44165		12		－

		1640		955850		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要介護５		43672		44012		12		－

		2554		972614		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護４		43740		44104		12		－

		1404		1049020		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護１		43656		43799		6		－

		1751		1073141		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		94		要介護４		43683		44043		12		－

		452		1077058		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護５		43599		43921		12		－

		4798		1117840		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護１		43907		44255		12		－

		542		1119818		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護２		43602		43921		12		－

		1812		1157523		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護４		43686		44043		12		－

		742		1186507		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要支援２		43616		43951		12		－

		3696		1190865		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要支援１		43823		44196		12		－

		898		1232151		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要支援１		43623		43982		12		－

		4675		1247981		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要支援１		43900		44227		12		－

		521		1291114		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護５		43600		43951		12		－

		1713		1388215		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要介護５		43679		44043		12		－

		2675		1425871		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要支援１		43753		44074		12		－

		640		1443852		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要支援１		43613		43951		12		－

		3315		1469258		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護５		43796		44135		12		－

		3762		1476467		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要支援１		43837		44196		12		－

		897		1533355		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護４		43623		43982		12		－

		4613		1552627		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護４		43894		44227		12		－

		499		1564781		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		75		要支援１		43600		43921		12		－

		3311		1679988		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		87		要支援１		43796		44135		12		－

		1636		1776088		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護３		43672		44012		12		－

		3792		1845306		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要介護４		43840		44165		12		－

		262		1914928		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		88		要支援１		43578		43921		12		－

		2354		1940678		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護４		43726		44074		12		－

		1305		1940759		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要介護１		43649		43982		12		－

		1462		1944894		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護５		43662		43982		12		－

		4595		2004615		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護５		43894		44227		12		－

		1406		2006073		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要支援１		43656		44012		12		－

		280		2010925		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護３		43579		43921		12		－

		1719		2043033		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		90		要介護３		43679		44043		12		－

		4406		2179300		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要支援１		43886		44227		12		－

		3299		2191407		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護１		43796		43951		6		－

		687		2273233		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要介護４		43614		43951		12		－

		3679		2275953		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		65		要介護１		43823		43982		6		－

		4583		2286165		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要介護２		43894		44227		12		－

		2811		2308321		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要支援１		43763		44104		12		－

		1302		2311437		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要支援２		43649		43982		12		－

		3717		2327503		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護４		43824		44165		12		－

		3000		2507528		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護１		43775		44104		12		－

		4121		2544997		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護４		43861		44196		12		－

		2910		2555841		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		91		要介護１		43767		44104		12		－

		2814		2643987		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護４		43763		44104		12		－

		179		2685566		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護１		43567		43921		12		－

		943		2802716		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要支援２		43627		43982		12		－

		1037		2835231		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要支援２		43635		43982		12		－

		1025		2848856		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43634		43982		12		－

		95		2875888		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		68		要介護２		43564		43890		12		－

		1527		2895480		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護４		43665		44012		12		－

		2281		2918871		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要支援１		43721		44074		12		－

		3218		2936283		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要支援２		43791		44135		12		－

		869		2943751		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護３		43621		43982		12		－

		1214		2963639		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護３		43642		43982		12		－

		539		2972433		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護５		43602		43921		12		－

		3214		2996189		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護５		43791		44135		12		－

		372		2997045		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護１		43595		43738		6		－

		718		3021475		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要支援１		43616		43951		12		－

		3534		3157989		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要支援１		43816		44165		12		－

		3325		3258637		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要介護２		43798		44135		12		－

		2817		3518647		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護２		43763		44104		12		－

		1612		3554091		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援１		43670		44012		12		－

		4412		4086791		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要支援２		43886		44227		12		－

		1319		4234332		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護１		43649		43982		12		－

		1804		4312554		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要介護２		43686		44012		12		－

		3654		4379357		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護５		43819		44165		12		－

		1578		4401042		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護１		43669		43830		6		－

		3478		4478037		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護２		43809		44165		12		－

		1483		4516362		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護１		43663		44012		12		－

		3723		4689321		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		86		要介護４		43824		44196		12		－

		3205		4700091		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護３		43791		44135		12		－

		2866		4742966		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要支援２		43767		44104		12		－

		3742		4747461		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護１		43837		44165		12		－

		4952		4818059		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護１		43917		44286		12		－

		1753		4890817		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護４		43683		44043		12		－

		1935		4915658		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護１		43704		43861		6		－

		1233		5025591		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護５		43642		44012		12		－

		4790		5114683		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護１		43907		44255		12		－

		3238		5236207		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護５		43791		44135		12		－

		2339		5295394		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		70		要支援１		43726		44074		12		－

		413		5323797		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		91		要介護１		43599		43890		12		－

		311		5376386		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		90		要介護１		43592		43738		6		－

		4951		5418917		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護１		43917		44286		12		－

		1351		5541930		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要支援１		43651		44012		12		－

		2694		5591244		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		70		要介護４		43754		44104		12		－

		4144		5750237		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護３		43861		44227		12		－

		3546		5764670		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		66		要介護５		43816		44165		12		－

		4855		6264689		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援１		43914		44255		12		－

		689		6377629		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護４		43614		43951		12		－

		213		6775845		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護３		43572		43890		12		－

		1548		6799230		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		91		要介護２		43665		44012		12		－

		2769		6821502		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要支援１		43761		44104		12		－

		1416		6979416		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護４		43656		44012		12		－

		4178		7001398		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護４		43865		44227		12		－

		1174		7157231		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		70		要支援１		43641		43982		12		－

		3497		7347049		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護５		43810		44165		12		－

		4343		7451385		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護３		43880		44227		12		－

		3068		7953097		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要支援１		43781		44135		12		－

		4612		8159700		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援１		43894		44227		12		－

		2181		8382301		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護４		43714		44043		12		－

		734		8478724		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援２		43616		43951		12		－

		4567		8481571		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護４		43893		44227		12		－

		2815		8647780		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護５		43763		44104		12		－

		3251		8671915		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護４		43795		44135		12		－

		2787		8698422		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		65		要介護２		43763		44074		12		脳血管疾患

		4142		8703957		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護３		43861		44227		12		－

		3884		8847461		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要介護５		43847		44165		12		－

		3056		8907145		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要支援１		43781		44135		12		－

		4634		9054316		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護４		43894		44255		12		－

		1343		9110755		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護３		43651		44012		12		－

		2690		9120343		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要支援１		43754		44074		12		－

		3038		9152890		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要支援１		43777		44135		12		－

		1120		9811559		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護２		43637		43982		12		－

		2252		10061584		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要介護４		43719		44074		12		－

		3525		10349529		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護３		43816		44135		12		－

		2125		10424113		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		89		要介護５		43712		44043		12		－

		4889		10424407		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護４		43915		44227		12		－

		2097		11108851		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		73		要支援１		43712		44043		12		－

		2820		11236451		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		81		要支援１		43763		44104		12		－

		3012		11270420		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護１		43775		43951		6		－

		1762		11335386		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護１		43684		44012		12		－

		2135		11337958		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		70		要支援１		43712		44043		12		－

		798		11667486		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護１		43620		43951		12		－

		520		11874856		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護２		43600		43951		12		－

		1216		11877758		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要支援１		43642		43982		12		－

		939		11986018		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護３		43627		43982		12		－

		3853		12028355		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護１		43845		43982		6		－

		4802		12242250		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護５		43907		44255		12		－

		3741		12248592		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		91		要介護２		43837		44165		12		－

		2039		12418625		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		87		要介護５		43707		44043		12		－

		3057		12454303		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護３		43781		44135		12		－

		3473		12616214		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護５		43809		44165		12		－

		3058		12629383		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護３		43781		44135		12		－

		1968		12859273		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援２		43704		44043		12		－

		256		13052918		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護１		43578		43921		12		－

		2559		13164414		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護２		43740		44104		12		－

		3885		13268392		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		89		要介護４		43847		44165		12		－

		1694		13574345		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要支援２		43679		44012		12		－

		2102		13690949		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要支援１		43712		44043		12		－

		2351		13912623		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		90		要介護５		43726		44074		12		－

		4710		14697262		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要支援１		43901		44227		12		－

		1267		15390276		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護２		43648		43982		12		－

		3769		15480607		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要支援２		43838		44165		12		－

		3475		15548350		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護５		43809		44165		12		－

		3030		15729591		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護４		43777		44104		12		－

		2997		15737306		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護１		43775		44104		12		－

		4005		16042697		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要支援１		43858		44196		12		－

		2256		16095341		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		89		要支援２		43719		44074		12		－

		4218		16167791		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		70		要介護４		43868		44196		12		－

		847		16191668		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要介護２		43621		43951		12		－

		3658		16566080		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護１		43823		44135		12		－

		3548		16840654		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護４		43816		44165		12		－

		456		16847672		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護５		43599		43921		12		－

		1072		16943038		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		70		要介護３		43635		43982		12		－

		4120		17023962		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要支援１		43861		44196		12		－

		1854		17034557		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		71		要介護３		43697		44043		12		－

		3398		17252024		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要介護５		43803		44135		12		－

		3107		17370911		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		82		要支援１		43784		44104		12		－

		2051		17517034		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		75		要介護１		43711		44043		12		－

		2392		17621011		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要支援１		43728		44074		12		－

		495		17691545		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護４		43600		43921		12		－

		1345		17872361		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		67		要支援１		43651		44012		12		－

		4775		17929003		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		76		要介護５		43903		44255		12		－

		567		18191506		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護１		43606		43921		12		－

		2434		18241644		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要支援２		43732		44074		12		－

		720		18618150		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護３		43616		43951		12		－

		467		18809531		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		89		要介護４		43599		43921		12		－

		4154		18836017		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要介護２		43861		44227		12		－

		2919		19276113		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護１		43767		44135		12		－

		1060		19336468		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		96		要介護５		43635		43982		12		－

		3013		19405461		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護３		43775		44135		12		－

		1634		19450783		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護１		43672		43830		6		－

		392		19654743		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護５		43595		43921		12		－

		3209		20016322		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護１		43791		44135		12		－

		3977		20061424		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		87		要介護３		43854		44196		12		－

		4302		20065012		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		73		要介護２		43879		44227		12		－

		4542		20081157		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要支援１		43893		44227		12		－

		243		9000002432		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		65		要支援２		43574		43921		12		糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

		3095		9000002559		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		65		要支援１		43782		44135		12		脳血管疾患

		3243		9000002565		脳梗塞 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要介護１		43795		44135		12		－

		38		413917		脳梗塞、 ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護３		43560		43890		12		－

		55		3620638		脳梗塞、急性大動脈解離、前立せん肥大症、排尿障害 ノウコウソク キュウセイ ダイドウミャク カイリ ゼンリツ ヒダイショウ ハイニョウショウガイ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要介護４		43560		43921		12		－

		82		2381567		脳梗塞、認知症 ノウコウソク ニンチショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		87		要支援１		43564		43890		12		－

		1270		761681		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		96		要支援２		43648		43982		12		－

		1327		804592		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要介護４		43649		44012		12		－

		926		1230913		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援２		43627		43951		12		－

		2639		2358051		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護４		43747		44104		12		－

		1403		2824728		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要支援１		43656		43982		12		－

		2117		5630681		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援２		43712		44043		12		－

		2837		5729939		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		66		要支援１		43763		44104		12		－

		296		6874100		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要支援２		43592		43921		12		－

		80		8008108		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要支援２		43564		43890		12		－

		1500		8595895		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		86		要介護２		43663		44012		12		－

		1188		14054540		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護２		43641		43982		12		－

		1249		15156737		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要支援１		43644		43982		12		－

		1292		17962491		脳梗塞後遺症 ノウコウソクコウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要介護３		43648		44012		12		－

		727		19102592		脳梗塞後遺症 ノウコウソク コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護１		43616		43951		12		－

		35		6261604		脳梗塞後遺症、高血圧、下肢血管性静脈炎 ノウコウソク コウイショウ コウケツアツ カシ ケッカンセイ ジョウミャクエン		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要支援１		43560		43890		12		－

		395		2786222		脳挫傷 ノウザショウ		⑬その他 タ		男		81		要介護５		43595		43921		12		－

		2892		4185641		脳挫傷 ノウザショウ		⑬その他 タ		男		78		要介護４		43767		44104		12		－

		4524		4783018		脳挫傷 ノウザショウ		⑬その他 タ		男		70		要介護４		43889		44227		12		－

		1194		7710500		脳挫傷 ノウザショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		93		要介護１		43641		43799		6		－

		1242		8918872		脳挫傷（交通事故） ノウザショウ コウツウ ジコ		⑬その他 タ		女		67		要介護１		43644		43982		12		－

		42		5651441		脳挫傷、インフルエンザ ノウザショウ		⑬その他 タ		男		79		要介護４		43560		43890		12		－

		358		13646885		脳挫傷、インフルエンザ ノウザショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護５		43593		43921		12		－

		1633		8519463		脳室内出血 ノウ シツナイ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		75		要支援１		43672		43982		12		－

		4063		10242155		脳室内出血 ノウ シツナイ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護５		43859		44196		12		－

		3036		131512		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護１		43777		43951		6		－

		2223		263176		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護５		43718		44074		12		－

		283		432199		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護５		43579		43921		12		－

		2923		508713		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要支援１		43770		44104		12		－

		3788		1142305		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		95		要介護３		43838		44196		12		－

		1132		1456881		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護５		43637		43982		12		－

		705		1686160		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護４		43614		43951		12		－

		2066		1705911		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援１		43711		44043		12		－

		3691		1973606		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要介護４		43823		44165		12		－

		3306		2184737		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要介護４		43796		44135		12		－

		1262		2421593		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		98		要介護５		43644		44012		12		－

		1083		2475235		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要支援１		43637		43982		12		－

		4421		2997096		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護４		43886		44227		12		－

		4550		3985415		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要支援２		43893		44227		12		－

		613		4737580		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護３		43609		43951		12		－

		2561		5600910		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		91		要介護５		43740		44104		12		－

		451		7491298		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護５		43599		43921		12		－

		3856		7768770		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要介護５		43845		44165		12		－

		728		8583404		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護３		43616		43951		12		－

		2859		8617465		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護３		43767		44104		12		－

		3689		8877734		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護４		43823		44165		12		－

		440		9002961		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		83		要支援２		43599		43921		12		－

		2420		9548335		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護４		43728		44074		12		－

		1335		10152598		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要支援１		43651		43982		12		－

		2470		10567399		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護５		43735		44074		12		－

		2727		11980575		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要介護５		43756		44104		12		－

		4531		15746941		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		70		要介護５		43889		44227		12		－

		4440		18518538		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		66		要支援１		43886		44227		12		－

		3756		19161960		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護４		43837		44196		12		－

		2229		19966035		脳出血 ノウシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		74		要介護３		43718		44074		12		－

		2848		5364680		脳出血後遺症 ノウシュッケツ コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要介護１		43763		44104		12		－

		4249		16971675		脳出血後遺症 ノウシュッケツ コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		67		要支援２		43873		44227		12		－

		79		499978		脳出血後後遺症 ノウシュッケツ ゴ コウイショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		81		要介護２		43564		43890		12		－

		394		17178377		脳出血性梗塞 ノウシュッケツ セイ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護３		43595		43921		12		－

		4761		537012		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		84		要介護４		43903		44255		12		－

		4476		2064286		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43887		44255		12		－

		950		2357313		脳腫瘍 ノウ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護５		43627		43982		12		－

		4885		5767407		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		88		要支援１		43914		44255		12		－

		4819		7548273		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護１		43908		44043		6		－

		3283		10245863		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		69		要介護５		43795		44165		12		－

		2225		11079231		脳腫瘍 ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護５		43718		44074		12		－

		778		16087721		脳腫瘍 ノウ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護５		43616		43951		12		－

		21		1837010		脳循環不全、めまい症、四肢機能障害、嚥下機能障害、高血圧、胃潰瘍、前立せん肥大（要はうつ） ノウジュンカン フゼン ショウ シシ キノウ ショウガイ エンゲ キノウ ショウガイ コウケツアツ イカイヨウ ゼンリツ ヒダイ ヨウ		⑬その他 タ		男		85		要介護５		43560		43890		12		－

		4010		10191747		脳神経障害 ノウシンケイ ショウガイ		⑬その他 タ		女		79		要介護１		43858		44012		6		－

		4215		14133		脳塞栓症 ノウ ソクセンショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要支援１		43868		44196		12		－

		2794		2946271		脳塞栓症 ノウ ソクセンショウ セン ショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		72		要支援１		43763		44104		12		－

		4058		7851791		脳動脈狭窄症 ノウドウミャク キョウサクショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		83		要介護１		43859		44196		12		－

		93		9279008		脳動脈硬化症 ノウ ドウミャク コウカショウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援２		43564		43890		12		－

		2588		11835109		脳内血腫 ノウナイ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		69		要介護２		43746		44074		12		－

		1587		2437228		脳内出血 ノウナイ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護１		43669		44012		12		－

		2038		10097031		脳皮質下出血 ノウ ヒシツ シタ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護４		43707		44043		12		－

		4474		17875856		パーキンソン症候群 ショウコウグン		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		89		要支援１		43887		44227		12		－

		3650		127329		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		77		要支援２		43819		44165		12		－

		3222		237787		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		71		要介護２		43791		44135		12		－

		3804		362778		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		80		要支援２		43840		44196		12		－

		2108		472034		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		84		要介護３		43712		44043		12		－

		1555		646831		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		82		要介護３		43669		43982		12		－

		420		733750		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		77		要支援１		43599		43921		12		－

		3210		815497		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		77		要支援１		43791		44135		12		－

		2746		830747		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		85		要介護１		43756		44104		12		－

		2732		876763		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		75		要支援２		43756		44104		12		－

		3151		884332		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		79		要支援２		43788		44135		12		－

		4713		910732		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		82		要介護１		43901		44227		12		－

		1620		1025937		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		74		要支援２		43670		44012		12		－

		1923		1237811		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		83		要介護５		43704		44043		12		－

		2511		1328611		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		79		要支援２		43739		44074		12		－

		1253		2189313		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		80		要支援１		43644		43982		12		－

		3766		2197901		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		78		要介護４		43838		44135		12		－

		1547		2691116		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		87		要支援１		43665		44012		12		－

		1231		2869942		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		88		要介護２		43642		44012		12		－

		363		2946106		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		74		要支援１		43595		43890		12		－

		1213		2977958		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		81		要介護４		43642		43982		12		－

		3843		3033872		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		80		要支援１		43844		44196		12		－

		3955		3125092		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		76		要支援１		43854		44196		12		－

		2658		3242170		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		87		要支援１		43749		44104		12		－

		73		3282015		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		67		要支援１		43564		43890		12		－

		697		3361195		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		75		要支援１		43614		43951		12		－

		2180		3645789		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		74		要支援１		43714		44043		12		－

		802		3747565		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		80		要支援２		43620		43951		12		－

		1022		3909841		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		72		要支援２		43634		43982		12		－

		2023		3933351		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		74		要支援１		43707		44043		12		－

		3331		3953963		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		74		要支援１		43798		44135		12		－

		1955		4142004		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		82		要支援１		43704		44043		12		－

		1324		4516371		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		79		要支援２		43649		44012		12		－

		2302		5281652		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		72		要支援１		43725		44074		12		－

		1066		5295165		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		78		要支援１		43635		43982		12		－

		2885		5404762		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		76		要支援１		43767		44104		12		－

		2429		5508801		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		65		要支援２		43732		44074		12		－

		538		5614562		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		85		要支援２		43602		43921		12		－

		335		5836859		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		75		要介護２		43593		43921		12		－

		3221		5966078		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		70		要介護２		43791		44135		12		－

		1871		6135307		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		79		要介護２		43698		44043		12		－

		4807		6190014		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		84		要支援１		43907		44255		12		－

		3061		6733514		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		74		要支援１		43781		44135		12		－

		3864		7019394		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		75		要介護５		43845		44196		12		－

		2661		7057121		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		78		要支援１		43749		44104		12		－

		3225		7102356		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		77		要支援１		43791		44135		12		－

		3948		7161336		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		80		要介護３		43854		44196		12		－

		3816		7354657		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		78		要支援１		43844		44165		12		－

		3974		7479239		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		85		要支援１		43854		44196		12		－

		3956		8291918		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		76		要支援１		43854		44196		12		－

		4226		8417229		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		84		要介護２		43868		44227		12		－

		2158		9132121		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		78		要支援１		43712		44074		12		－

		3259		10640584		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		80		要介護５		43795		44135		12		－

		1936		10684492		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		71		要支援１		43704		44043		12		－

		717		10771522		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		77		要支援２		43616		43951		12		－

		3179		10957651		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		66		要介護１		43789		44135		12		－

		4774		11059931		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		70		要支援１		43903		44255		12		－

		1048		11644842		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		71		要介護１		43635		43982		12		－

		4728		11732172		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		72		要支援２		43901		44255		12		－

		3720		12035688		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		81		要支援２		43824		44196		12		－

		2356		12237434		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		82		要支援１		43726		44074		12		－

		3918		12942472		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		79		要支援１		43852		44165		12		－

		2274		12952541		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		74		要支援１		43721		44074		12		－

		338		14679957		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		78		要支援２		43593		43921		12		－

		2241		14939070		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		70		要支援２		43719		44043		12		－

		4711		15072738		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		83		要介護１		43901		44227		12		－

		1371		15108724		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		71		要介護２		43655		43982		12		－

		1937		15337316		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		80		要介護１		43704		44043		12		－

		2930		15889360		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		82		要介護３		43770		44104		12		－

		921		17197135		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		71		要介護１		43627		43951		12		－

		4865		18255148		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		68		要支援１		43914		44255		12		－

		1570		18400832		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		74		要支援１		43669		44012		12		－

		709		19603700		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		85		要介護１		43614		43951		12		－

		3465		19973286		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		80		要介護３		43809		44135		12		－

		1982		9000002490		パーキンソン病 ビョウ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		65		要支援２		43705		44012		12		パーキンソン病関連疾病

		4		11994720		パーキンソン病、誤嚥性肺炎、廃用症候群 ビョウ ゴエンセイ ハイエン ハイヨウショウコウグン		⑦パーキンソン病 ビョウ		男		73		要介護５		43560		43861		12		－

		1159		1526961		パーキンソン病疑い ビョウ ウタガ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		80		要介護１		43641		43982		12		－

		1187		7265522		パーキンソン病疑い ビョウ ウタガ		⑦パーキンソン病 ビョウ		女		85		要介護２		43641		43982		12		－

		3556		1374672		肺 ハイ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		78		要介護３		43816		44165		12		－

		4702		1676679		肺 ハイ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		80		要支援２		43901		44196		12		－

		2965		3241301		肺アスペルギルス症 ハイ ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		81		要支援２		43774		44104		12		－

		2400		4511794		肺アスペルギルス症 ハイ ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		70		要介護５		43728		44074		12		－

		901		376591		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		91		要介護５		43623		43982		12		－

		4204		562297		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		87		要介護４		43866		44227		12		－

		2260		605701		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要介護３		43719		44074		12		－

		3521		724190		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要支援１		43812		44165		12		－

		3490		805157		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要介護４		43810		44135		12		－

		3631		836249		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		75		要支援１		43819		44165		12		－

		3559		990591		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		77		要介護２		43817		44165		12		－

		1603		1357484		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要支援１		43670		44012		12		－

		1207		1562819		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要支援１		43642		43982		12		－

		4139		2083591		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		69		要支援１		43861		44227		12		－

		1773		2130980		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要介護１		43684		44043		12		－

		1346		2169304		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要介護２		43651		44012		12		－

		2220		2514591		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		90		要支援２		43718		44074		12		－

		250		2695481		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		76		要介護５		43578		43861		12		－

		444		2866480		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		91		要介護１		43599		43921		12		－

		138		2926032		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		92		要介護４		43565		43890		12		－

		4145		5222494		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要介護２		43861		44227		12		－

		977		5369843		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		87		要介護３		43628		43982		12		－

		1946		5835755		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要介護１		43704		44043		12		－

		3953		6274447		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		69		要介護４		43854		44196		12		－

		248		8819921		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要介護２		43578		43861		12		－

		277		9473891		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要支援２		43579		43921		12		－

		4543		9864954		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		72		要介護５		43893		44227		12		－

		4633		11425784		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		71		要介護２		43894		44255		12		－

		3926		13620916		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		77		要支援２		43852		44196		12		－

		4324		13754840		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要介護１		43879		44227		12		－

		1814		14877163		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要支援２		43686		44043		12		－

		4843		17240849		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		65		要支援１		43908		44255		12		－

		883		17617630		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要支援１		43623		43951		12		－

		4741		17710292		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		96		要介護２		43901		44255		12		－

		4558		18288662		肺炎 ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		85		要支援１		43893		44227		12		－

		814		5015456		肺炎球菌肺炎 ハイエン キュウキン ハイエン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		71		要介護５		43620		43951		12		－

		4432		150690		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		75		要介護４		43886		44227		12		－

		557		433501		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護３		43602		43951		12		－

		1354		537675		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		93		要支援２		43651		44012		12		－

		1298		757888		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護４		43649		43769		6		－

		1487		872431		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護５		43663		44012		12		－

		749		1174177		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		89		要介護２		43616		43951		12		－

		566		2086514		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護２		43606		43921		12		－

		4208		2196697		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護１		43866		44043		6		－

		1389		2606569		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護５		43655		44012		12		－

		457		2812631		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要支援１		43599		43921		12		－

		1349		3133231		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護５		43651		44012		12		－

		1170		4687264		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護３		43641		43982		12		－

		679		4756461		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要支援１		43614		43921		12		－

		1266		5446988		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護３		43648		43982		12		－

		577		6239927		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護２		43606		43951		12		－

		1328		6971067		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護２		43649		44012		12		－

		4326		7040971		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		66		要介護２		43879		44227		12		－

		4355		9113771		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		68		要介護５		43880		44227		12		－

		875		12036293		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		93		要介護３		43621		43982		12		－

		1033		12783765		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護２		43634		43982		12		－

		1227		15037614		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護１		43642		43799		6		－

		1381		17436212		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要支援１		43655		44012		12		－

		1034		19681164		肺がん ハイ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護３		43634		43982		12		－

		1663		245097		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43672		44043		12		－

		2971		398128		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護３		43774		44104		12		－

		3477		564109		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援１		43809		44165		12		－

		1969		601306		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援２		43704		44043		12		－

		2991		619566		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護４		43774		44135		12		－

		286		665339		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護２		43579		43921		12		－

		3033		899305		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護３		43777		44135		12		－

		3613		929301		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要介護２		43819		44165		12		－

		3159		1467905		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43788		44135		12		－

		3680		1470248		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護２		43823		44165		12		－

		4950		1717171		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43917		44286		12		－

		1981		1949489		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護４		43704		43890		6		－

		3124		2095084		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		80		要支援１		43784		44135		12		－

		1916		2202999		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		91		要介護３		43700		44043		12		－

		4637		2417871		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		71		要介護２		43894		44255		12		－

		3211		2809605		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要支援２		43791		44135		12		－

		2086		2858355		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護３		43711		44043		12		－

		3657		2909693		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護２		43819		44196		12		－

		291		2915201		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要支援１		43592		43921		12		－

		1895		2925192		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護１		43700		44043		12		－

		4038		2959887		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護２		43858		44196		12		－

		2702		3039544		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43754		44104		12		－

		1712		3578631		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要支援１		43679		44043		12		－

		2157		3978320		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護４		43712		44074		12		－

		2752		4365488		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		92		要支援１		43756		44104		12		－

		126		4640659		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護２		43565		43890		12		－

		2197		4695381		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護４		43714		44074		12		－

		121		4807006		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護４		43564		43738		6		－

		3368		5088381		肺癌 ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護１		43802		44135		12		－

		3630		5140013		肺癌 ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援１		43819		44165		12		－

		4777		5150400		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護２		43903		44255		12		－

		4773		5665582		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		89		要介護２		43903		44255		12		－

		3310		5686253		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護２		43796		44135		12		－

		2238		5789974		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護５		43718		44074		12		－

		1987		5999111		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要支援１		43705		44043		12		－

		239		6836143		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護１		43574		43738		6		－

		165		6941974		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43567		43921		12		－

		3527		6976590		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護４		43816		44165		12		－

		1551		6987281		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護４		43665		44043		12		－

		3126		7145675		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護３		43784		44135		12		－

		4587		7520816		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護３		43894		44043		6		－

		4579		7804164		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護４		43893		44255		12		－

		3386		8354782		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護４		43803		44135		12		－

		2711		8977321		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		67		要介護３		43754		44135		12		－

		2006		9402276		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		86		要介護５		43705		44043		12		－

		4757		10517928		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		73		要介護３		43903		44255		12		－

		1985		11047569		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要介護５		43705		44043		12		－

		3981		11170093		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護２		43854		44227		12		－

		36		11942169		肺癌 ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護３		43560		43890		12		－

		3268		12072338		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要支援１		43795		44135		12		－

		3814		12696251		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護３		43844		44165		12		－

		2686		13058622		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護２		43753		44104		12		－

		4131		13112058		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		85		要介護４		43861		44196		12		－

		2343		14436302		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護４		43726		44074		12		－

		3493		14460891		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		83		要介護２		43810		44135		12		－

		4664		14808943		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		86		要介護４		43896		44255		12		－

		4618		15149188		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要支援１		43894		44227		12		－

		2090		16416198		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護２		43711		44074		12		－

		3760		16548870		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護３		43837		44196		12		－

		3382		17104019		肺癌 ハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護５		43802		44165		12		－

		4768		17839193		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要支援２		43903		44255		12		－

		3455		18044898		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要介護３		43805		44165		12		－

		2008		19619701		肺癌 ハイガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要介護４		43705		44074		12		－

		62		12432318		肺癌、転移性脳腫瘍 ハイガン テンイセイ ノウシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		70		要介護３		43560		43921		12		－

		2405		507261		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要介護１		43728		44074		12		－

		2801		746797		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		87		要介護１		43763		44104		12		－

		4442		961540		肺気腫 ハイ キシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		91		要介護３		43886		44227		12		－

		2359		1365843		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		85		要介護１		43726		43890		6		－

		400		1914596		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		87		要支援１		43595		43921		12		－

		2998		1983881		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		85		要支援１		43775		44104		12		－

		4416		2863065		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		79		要支援１		43886		44227		12		－

		3690		4191391		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		79		要支援１		43823		44165		12		－

		3571		4312601		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要介護４		43817		44165		12		－

		4510		8684880		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要支援２		43889		44227		12		－

		2699		9451404		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要支援２		43754		44104		12		－

		1136		12334197		肺気腫 ハイ キシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		85		要支援１		43637		43982		12		－

		1275		15427901		肺気腫 ハイ キシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要支援２		43648		43982		12		－

		3531		17245865		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		66		要介護１		43816		44165		12		－

		1535		18644070		肺気腫 ハイキシュ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		67		要支援１		43665		44012		12		－

		4290		286672		肺結核 ハイケッカク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要介護４		43875		44227		12		－

		4917		12939064		肺結核 ハイケッカク		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要支援２		43915		44255		12		－

		3765		19655294		肺結核症 ハイケッカク ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		79		要介護４		43838		44135		12		－

		4933		1809385		敗血症性ショック ハイケツ ショウ セイ		⑬その他 タ		女		74		要介護２		43917		44255		12		－

		2402		152391		肺高血圧症 ハイ コウケツアツショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		72		要介護３		43728		44074		12		－

		350		4089600		肺疾患 ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要支援２		43593		43921		12		－

		4733		15076857		肺疾患 ハイシッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		82		要支援２		43901		44255		12		－

		524		2930099		肺腫瘍 ハイシュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		88		要介護５		43600		43951		12		－

		491		7930496		肺腫瘍 ハイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		88		要介護１		43600		43890		12		－

		382		2602091		肺小細胞がん ハイ ショウサイボウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		72		要介護１		43595		43921		12		－

		2160		869104		肺線維症 ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		82		要支援１		43712		44074		12		－

		2074		2154536		肺線維症 ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		78		要介護２		43711		44043		12		－

		4569		2158043		肺線維症 ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		84		要支援１		43893		44227		12		－

		1624		3042090		肺線維症 ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要支援２		43670		44012		12		－

		1971		3994783		肺線維症 ハイセンイショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		82		要介護２		43704		44043		12		－

		2912		361615		肺腺癌 ハイセンガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要支援１		43767		44104		12		－

		1430		3046516		肺腺癌 ハイセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要支援１		43658		44012		12		－

		2569		5001854		肺腺癌 ハイセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要支援１		43742		44074		12		－

		598		10740601		肺腺癌 ハイセン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43607		43951		12		－

		72		3898733		肺腺癌末期 ハイ センガン マッキ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要支援２		43564		43890		12		－

		604		3074889		肺塞栓症 ハイ ソクセンショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		85		要支援１		43609		43921		12		－

		1044		584045		肺膿瘍 ハイ ノウヨウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要介護２		43635		43982		12		－

		2960		3860973		肺平滑筋肉腫 ハイ ヘイカツ キンニクシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護２		43770		44135		12		－

		2514		2934493		肺扁平上皮癌 ハイ ヘンペイ ジョウヒ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要介護１		43739		44074		12		－

		1388		15153088		肺扁平上皮癌 ハイ ヘンペイ ジョウヒガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要支援１		43655		43830		6		－

		4237		380539		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		89		要支援１		43873		44196		12		－

		1904		754862		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		67		要介護１		43700		44043		12		－

		4458		1088190		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		76		要介護４		43887		44227		12		－

		386		1226029		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		84		要支援１		43595		43921		12		－

		3626		1233653		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		85		要介護４		43819		44165		12		－

		289		1513613		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		66		要介護３		43592		43951		12		－

		4352		1546970		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		81		要支援１		43880		44227		12		－

		4858		1902016		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		78		要介護４		43914		44255		12		－

		175		2410354		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		91		要介護４		43567		43921		12		－

		625		2657414		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		89		要支援１		43613		43921		12		－

		1183		3061108		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		87		要介護４		43641		43982		12		－

		1294		3142329		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		90		要介護４		43648		44012		12		－

		1823		3460312		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		79		要介護４		43686		44043		12		－

		919		4226747		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要支援２		43627		43951		12		－

		1888		4457951		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		71		要介護２		43700		44043		12		－

		247		4468031		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		82		要介護４		43574		43921		12		－

		4124		5471036		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要介護５		43861		44196		12		－

		1954		5672937		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		78		要支援１		43704		44043		12		－

		162		6948235		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要支援１		43567		43890		12		－

		563		8092567		廃用症候群 ハイヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		91		要支援１		43606		43921		12		－

		1588		9428691		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要支援１		43669		44012		12		－

		3819		13282476		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		84		要介護４		43844		44165		12		－

		4921		14771403		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		86		要介護４		43915		44255		12		－

		1218		15691519		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		71		要介護５		43642		43982		12		－

		357		17626760		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		67		要介護５		43593		43921		12		－

		1221		18981341		廃用症候群 ハイヨウショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		66		要支援２		43642		43982		12		－

		1250		19748990		廃用症候群 ハイ ヨウ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要介護５		43644		43982		12		－

		3480		1050940		廃用性下肢筋力低下 ハイヨウセイ カシキンリョクテイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		88		要支援１		43809		44165		12		－

		1435		1121839		廃用性下肢筋力低下 ハイヨウセイ カシ キンリョク テイカ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		94		要介護４		43658		44012		12		－

		889		464341		廃用性筋委縮 ハイヨウセイ キン イシュク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		80		要介護２		43623		43951		12		－

		3939		3280594		廃用性筋委縮 ハイヨウセイ キン イシュク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		91		要介護１		43852		44012		6		－

		362		3541789		廃用性筋委縮 ハイヨウセイ キン イシュク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		76		要介護３		43595		43890		12		－

		2377		60453		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		88		要介護３		43728		44074		12		－

		2789		1831631		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		89		要介護１		43763		44104		12		－

		2779		2155192		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		91		要介護５		43761		44104		12		－

		2788		2572486		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		76		要支援１		43763		44104		12		－

		2940		2776294		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		84		要介護２		43770		44104		12		－

		2962		11137274		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		89		要支援１		43774		43982		12		－

		4506		12319449		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要介護５		43889		44227		12		－

		425		12587397		廃用性症候群 ハイヨウセイ ショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		90		要支援２		43599		43921		12		－

		2371		14536561		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		77		要介護３		43728		44074		12		－

		2705		17757634		廃用性症候群 ハイヨウセイショウコウグン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		78		要介護５		43754		44104		12		－

		4781		825891		白内障 ハクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		87		要介護１		43907		44227		12		－

		3054		4989279		白内障 ハクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		66		要介護５		43781		44135		12		－

		2731		6736297		はく離骨折 リ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援１		43756		44104		12		－

		968		2112451		橋梗塞 ハシ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護４		43628		43982		12		－

		4029		5911079		白血病 ハッケツビョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		79		要支援２		43858		44196		12		－

		1367		11078332		パニック障害 ショウガイ		⑬その他 タ		女		74		要支援２		43655		43921		12		－

		3355		8169403		腹壁瘢痕ヘルニア ハラ カベ ハンコン		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		89		要介護１		43802		44135		12		－

		185		2437724		反復性うつ病性障害 ハンプクセイ ビョウ セイ ショウガイ		⑬その他 タ		男		73		要介護２		43571		43890		12		－

		3106		5233348		非ｊ結核性抗酸菌症 ヒ ケッカクセイ コウサン キン ショウ		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43784		44104		12		－

		3711		7113200		非アルコール性脂肪性胆炎 ヒ セイ シボウセイ タン エン		⑬その他 タ		女		71		要支援１		43824		44165		12		－

		1690		2368234		被殻出血 ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		74		要介護４		43679		44012		12		－

		871		9932402		被殻出血 ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要介護３		43621		43982		12		－

		665		10778802		被殻出血 ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		73		要介護３		43613		43951		12		－

		1836		17684051		被殻出血 ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護４		43686		44043		12		－

		1665		708801		非結核性抗酸菌症 ヒ ケッカクセイ コウサンキン ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		85		要支援１		43676		44012		12		－

		2364		2390141		非結核性抗酸菌症 ヒ ケッカクセイ コウサンキン ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		80		要支援１		43726		44074		12		－

		1828		5916810		非結核性抗酸菌症 ヒ ケッカクセイ コウサンキン ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		83		要支援１		43686		44043		12		－

		3682		8004919		非結核性抗酸菌症 ヒ ケッカクセイ コウサンキンショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		80		要介護１		43823		43982		6		－

		69		2070618		非骨傷性中心性頚髄損傷 ヒ コツ キズ セイ チュウシンセイ ケイズイソンショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護２		43564		43890		12		－

		4492		6837310		膝関節症 ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43889		44227		12		－

		2273		15375234		膝関節症 ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		70		要支援２		43721		44074		12		－

		1902		2169355		膝関節内骨折 ヒザ カンセツ ナイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護４		43700		44043		12		－

		2853		12029912		膝関節部ガングリオン ヒザ カンセツ ブ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要介護１		43767		44074		12		－

		2464		1255401		膝偽痛風 ヒザ ニセ ツウフウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		82		要介護２		43733		44104		12		－

		1053		15540073		膝捻挫 ヒザ ネンザ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43635		43982		12		－

		1678		384372		膝蓋骨骨折 ヒザ フタ ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護２		43676		44043		12		－

		2208		1334603		膝蓋骨骨折 ヒザ フタ ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43718		44074		12		－

		2304		4231350		膝蓋骨骨折 ヒザ フタ ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護２		43725		44074		12		－

		994		11079151		皮質下出血 ヒシツ シタ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護３		43630		43982		12		－

		4388		1247646		皮質脳内出血 ヒシツ ノウナイシュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要介護５		43882		44227		12		－

		722		14196808		非代償性肝硬変 ヒ ダイショウ セイ カンコウヘン		⑬その他 タ		男		79		要支援１		43616		43951		12		－

		4756		5421322		ビタミンＢ12欠乏症 ケツボウショウ		⑬その他 タ		男		85		要介護１		43903		44255		12		－

		4639		7485239		左アキレス腱周囲炎 ヒダリ ケン シュウイ エン		⑬その他 タ		男		81		要支援１		43896		44227		12		－

		1552		5077958		左アキレス腱断裂 ヒダリ ケン ダンレツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要支援２		43669		43982		12		－

		2461		7787936		左足間接骨折 ヒダリアシ カンセツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要支援１		43733		44074		12		－

		3017		1188216		左足中足骨折 ヒダリアシ ナカ アシ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援１		43775		44135		12		－

		4651		3411583		左加齢黄斑変性 ヒダリ カレイ オウハンヘンセイ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		89		要支援１		43896		44255		12		－

		3301		1078267		左皮殻出血 ヒダリ カワ カラ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		72		要介護４		43796		44135		12		－

		32		7044488		左気胸、腰椎圧迫骨折、ﾘｳﾏﾁ ヒダリ キキョウ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護５		43560		43890		12		－

		1505		13159836		左原発性膝関節症 ヒダリ ゲンパツセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		66		要支援１		43663		44012		12		－

		3270		13532634		左坐骨神経腫瘍 ヒダリ ザコツ シンケイ シュヨウ		⑬その他 タ		女		79		要支援２		43795		44135		12		－

		3025		17061601		左視床出血 ヒダリ シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護５		43777		44043		12		－

		4034		451983		左膝蓋骨骨折 ヒダリ シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護１		43858		44012		6		－

		3925		8378282		左膝蓋骨骨折 ヒダリ シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		75		要支援２		43852		44196		12		－

		3902		309613		左小脳梗塞 ヒダリ ショウノウ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		79		要介護３		43847		44196		12		－

		1532		2017857		左上腕骨近位端骨折 ヒダリ ジョウワンコツ キンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43665		44012		12		－

		4851		12999903		左上腕骨近位端骨折 ヒダリ ジョウワン コツ キンイ ハシ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護２		43914		44255		12		－

		4015		3037983		左上腕骨頸部骨折 ヒダリ ジョウワン コツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43858		44196		12		－

		3430		2879123		左上腕骨骨折 ヒダリ ジョウワンコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		86		要支援１		43805		44135		12		－

		3822		2810573		左上腕骨遠位端骨折 ヒダリ ジョウワン ホネ エンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要支援１		43844		44196		12		－

		3897		4455487		左上腕骨遠位端骨折 ヒダリ ジョウワン ホネ エンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		69		要支援２		43847		44196		12		－

		3923		843601		左腎盂癌 ヒダリ ジンウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要支援１		43852		44196		12		－

		1517		3042103		左腎癌 ヒダリ ジン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		76		要介護１		43665		44012		12		－

		3917		11191597		左腎癌 ヒダリ ジン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護４		43851		44196		12		－

		3887		15064816		左腎腫瘍 ヒダリ ジン シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要介護３		43847		44165		12		－

		3172		883751		左水腎症 ヒダリ スイジンショウ		⑬その他 タ		男		87		要介護５		43789		44135		12		－

		1926		2155613		左脛骨骨折 ヒダリ スネ コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援２		43704		44043		12		－

		4912		5151198		左大腿骨頚部骨折 ヒダリダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護４		43915		44255		12		－

		1579		19678527		左大腿骨頚部骨折 ヒダリ ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護１		43669		43830		6		－

		3429		554561		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		74		要支援１		43805		44135		12		－

		3993		919373		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護３		43858		44196		12		－

		3517		1181238		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護４		43812		44165		12		－

		4047		2217627		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護３		43858		44196		12		－

		3196		2868598		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43791		44135		12		－

		3339		2879131		左大腿骨頸部骨折 ヒダリダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援１		43798		44135		12		－

		3618		5605253		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援２		43819		44165		12		－

		3119		10858431		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要介護２		43784		44135		12		－

		4866		11108681		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援１		43914		44255		12		－

		3349		14271923		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツ ケイブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43802		44104		12		－

		4017		18945955		左大腿骨頸部骨折 ヒダリ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護３		43858		44196		12		－

		3228		3904822		左大腿骨大転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツ ダイテンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護５		43791		44135		12		－

		1550		5720		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援１		43665		44012		12		－

		4771		30198		左大腿骨転子部骨折 ヒダリダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護４		43903		44255		12		－

		3344		164496		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツ テンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要介護１		43798		44165		12		－

		3103		346748		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護２		43782		44135		12		－

		4033		1660641		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護１		43858		44012		6		－

		4763		2344238		左大腿骨転子部骨折 ヒダリダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護２		43903		44255		12		－

		4028		10544984		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		73		要介護４		43858		44196		12		－

		4620		15149196		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援１		43894		44227		12		－

		3688		17237668		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		68		要支援１		43823		44165		12		－

		3978		20022438		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイ コツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		91		要介護２		43854		44196		12		－

		4689		20053528		左大腿骨転子部骨折 ヒダリ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援２		43900		44255		12		－

		3273		2158205		左恥骨骨折 ヒダリ チコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		96		要介護２		43795		44135		12		－

		1575		1987763		左知坐骨骨折 ヒダリ チ ザ コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援２		43669		44012		12		－

		3006		13434110		左乳房下内側部乳癌 ヒダリ チブサ シタ ウチガワ ブ ニュウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		81		要介護１		43775		44135		12		－

		3954		9606190		左臀部膿瘍 ヒダリ デンブ ノウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		69		要介護３		43854		44196		12		－

		245		1844792		左頭骨遠位端骨折 ヒダリ トウコツ エンイタン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要介護１		43574		43921		12		－

		3648		8221359		左橈骨遠位端骨折 ヒダリ トウコツエンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援２		43819		44165		12		－

		2		10789707		左頭骨遠位端骨折、左変形性関節症、腰部脊柱管狭窄症、高血圧症、緑内障 ヒダリ トウコツ エンイタン コッセツ ヒダリ ヘンケイセイ カンセツショウ ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ コウケツアツショウ リョクナイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43560		43830		12		－

		1506		4240847		左肺癌 ヒダリハイ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護３		43663		44012		12		－

		4849		543276		左橋出血 ヒダリ ハシ シュッケツ		⑬その他 タ		男		75		要介護３		43914		44255		12		－

		4696		19116127		左ハムストリング筋挫傷 ヒダリ キン ザショウ		⑬その他 タ		女		68		要介護１		43900		44255		12		－

		4085		541991		左被殻出血 ヒダリ ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		76		要支援１		43859		44196		12		－

		4077		11723840		左被殻出血 ヒダリ ヒカク シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		84		要介護４		43859		44196		12		－

		4778		4679296		左鼻腔悪性黒色腫 ヒダリ ビクウ アクセイコクショクシュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要介護４		43903		44255		12		－

		3834		224499		左膝骨折 ヒダリ ヒザ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援２		43844		44196		12		－

		4086		19917		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイコカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援２		43859		44196		12		－

		3972		1393740		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイ コカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護１		43854		44012		6		－

		3342		1789015		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイ コカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援１		43798		44135		12		－

		3101		2062500		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要介護２		43782		44135		12		－

		4799		2240149		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイコカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援１		43907		44255		12		－

		3250		7440723		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		68		要支援２		43795		44135		12		－

		4780		14135027		左変形性股関節症 ヒダリ ヘンケイセイコカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		66		要支援１		43907		44227		12		－

		3471		1913301		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要介護４		43809		44165		12		－

		3194		1536001		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援２		43791		44135		12		－

		3664		2088231		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43823		44165		12		－

		3155		2313162		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要介護３		43788		44135		12		－

		3492		7435649		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43810		44135		12		－

		3407		18269309		左変形性膝関節症 ヒダリ ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援１		43803		44135		12		－

		4016		5933056		左ラクナ梗塞 ヒダリ コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要介護３		43858		44196		12		－

		3260		1087169		左肋骨骨折 ヒダリ ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要支援１		43795		44135		12		－

		4192		17271311		左肋骨骨折 ヒダリ ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護２		43866		44196		12		－

		144		10351272		皮膚がん ヒフ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要支援１		43565		43890		12		－

		3879		5291178		びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 セイ ダイサイボウ ガタ サイボウ セイ シュ		⑬その他 タ		男		84		要介護５		43847		44135		12		－

		1905		7452799		び漫性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫 マンセイ ダイサイボウ ガタ サイボウ シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		71		要介護３		43700		44043		12		－

		2387		1780077		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		92		要介護１		43728		44074		12		－

		3348		1799355		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43798		44165		12		－

		4792		1957007		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		女		96		要支援２		43907		44255		12		－

		2240		1976320		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		66		要支援２		43719		44043		12		－

		2939		2233541		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43770		44104		12		－

		4045		3592898		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		79		要介護４		43858		44196		12		－

		805		5935156		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		90		要支援２		43620		43951		12		－

		4600		9817832		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		71		要介護２		43894		44227		12		－

		1754		10178465		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		84		要介護１		43683		44043		12		－

		4514		13998871		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		男		80		要介護１		43889		44227		12		－

		1212		19888130		貧血 ヒンケツ		⑬その他 タ		女		91		要介護１		43642		43982		12		－

		1668		5662494		頻尿症 ヒンニョウ ショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		97		要介護１		43676		44012		12		－

		360		3182835		頻脈性心筋症 ヒンミャク セイ シンキンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		77		要支援２		43593		43921		12		－

		512		17987467		不安障害 フアン ショウガイ		⑬その他 タ		女		69		要支援２		43600		43921		12		－

		4310		827444		不安神経症 フアン シンケイショウ		⑬その他 タ		女		75		要介護４		43879		44227		12		－

		1711		1628895		不安神経症 フアン シンケイショウ		⑬その他 タ		男		88		要支援２		43679		44043		12		－

		4693		1658204		不安神経症 フアン シンケイショウ		⑬その他 タ		女		83		要支援１		43900		44255		12		－

		1376		2964856		不安神経症 フアンシンケイショウ		⑬その他 タ		男		80		要介護１		43655		44012		12		－

		912		12323390		不安神経症 フアン シンケイショウ		⑬その他 タ		女		78		要支援１		43627		43921		12		－

		3739		8670188		不安定狭心症 フアンテイ キョウシンショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		77		要介護２		43837		44165		12		－

		2864		1836668		副腎皮質機能低下症 フクジン ヒシツ キノウ テイカ ショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援２		43767		44104		12		－

		373		674087		腹部大動脈瘤 フクブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43595		43921		12		－

		4501		680664		腹部大動脈瘤 フクブ ダイ ドウミャク リュウ		⑬その他 タ		女		70		要支援１		43889		44227		12		－

		1950		12662402		腹部大動脈瘤 フクブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		男		89		要支援２		43704		44043		12		－

		2564		18757580		腹部大動脈瘤 フクブ ダイドウミャク リュウ		⑬その他 タ		男		92		要介護３		43742		44074		12		－

		1125		221198		腹壁瘢痕ヘルニア フクヘキ ハンコン		⑬その他 タ		女		89		要支援１		43637		43982		12		－

		176		9868755		腹膜癌 フクマク ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		70		要介護２		43567		43921		12		－

		4243		14778866		腹膜癌 フクマク ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		72		要介護５		43873		44227		12		－

		694		5283957		不整脈 フセイミャク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要支援２		43614		43951		12		－

		2972		7047711		不整脈 フセイミャク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		76		要支援２		43774		44104		12		－

		4682		8959749		不整脈 フセイミャク		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		92		要介護１		43900		44227		12		－

		2932		133965		不眠症 フミンショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		86		要支援２		43770		44104		12		－

		2500		523518		不眠症 フミンショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		93		要支援１		43739		44074		12		－

		3149		2463156		不眠症 フミンショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		79		要介護２		43788		44135		12		－

		2221		3866751		不眠症 フミンショウ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		96		要支援１		43718		44074		12		－

		3460		2048141		フレイル		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		87		要支援２		43809		44135		12		－

		2654		4251385		フレイル		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		87		要支援２		43749		44074		12		－

		3921		6960511		フレイル		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要支援２		43852		44196		12		－

		3499		14761483		フレイル		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		94		要支援２		43810		44165		12		－

		4931		6440606		閉塞性イレウス ヘイソクセイ		⑬その他 タ		男		88		要介護２		43917		44227		12		－

		776		526266		閉塞性動脈硬化症 ヘイソク セイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		女		69		要介護４		43616		43951		12		－

		785		4693591		閉塞性動脈硬化症 ヘイソク セイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		男		92		要支援１		43620		43951		12		－

		2758		16401182		閉塞性動脈硬化症 ヘイソクセイ ドウミャク コウカ ショウ		⑬その他 タ		女		94		要介護４		43756		44104		12		－

		84		16604888		閉そく性肺疾患 ヘイ セイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		70		要支援２		43564		43890		12		－

		2641		1991787		閉塞性肺疾患 ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		83		要介護５		43747		44104		12		－

		4806		2271303		閉塞性肺疾患 ヘイソクセイハイシッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要支援２		43907		44255		12		－

		4051		7065531		閉塞性肺疾患 ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要介護５		43858		44196		12		－

		2298		11793813		閉塞性肺疾患 ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		81		要支援１		43725		44074		12		－

		1628		162396		ヘルニア		⑬その他 タ		男		87		要介護１		43670		44012		12		－

		4683		1788850		変形性関節症 ヘンケイ セイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		92		要介護２		43900		44255		12		－

		3023		1904329		変形性関節症 ヘンケイセイカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43775		44135		12		－

		1585		10804145		変形性関節症 ヘンケイセイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43669		44012		12		－

		3467		13350331		変形性関節症 ヘンケイセイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		68		要支援２		43809		44135		12		－

		1255		17193432		変形性関節症 ヘンケイセイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要支援１		43644		43982		12		－

		17		19367621		変形性関節症、高血圧、、糖尿病 ヘンケイセイ カンセツショウ コウケツアツ トウニョウビョウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43560		43890		12		－

		1602		1182030		変形性頚椎症 ヘンケイセイ ケイツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要介護１		43670		44012		12		－

		2637		7471581		変形性頚椎症 ヘンケイセイケイツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43747		44104		12		－

		3138		17662512		変形性頚椎症 ヘンケイセイ ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43788		44135		12		－

		3886		18377128		変形性頚椎症 ヘンケイセイ ケイツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要介護１		43847		44165		12		－

		482		17278216		変形性股関節 ヘンケイセイ コカンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援１		43599		43951		12		－

		1715		57428		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43679		44043		12		－

		2239		1676091		変形性股関節症 ヘンケイ セイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援２		43719		44043		12		－

		1724		2439387		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援２		43679		44043		12		－

		873		2474671		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43621		43982		12		－

		4312		4541553		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43879		44227		12		－

		879		5260523		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		70		要支援２		43623		43951		12		－

		2177		5679613		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43714		44043		12		－

		1269		8401331		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要支援２		43648		43982		12		－

		436		19594977		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43599		43921		12		－

		122		19779187		変形性股関節症 ヘンケイセイ コカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43565		43861		12		－

		1470		655945		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43662		44012		12		－

		723		828181		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要介護２		43616		43951		12		－

		772		914053		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援１		43616		43951		12		－

		1164		1164830		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援１		43641		43982		12		－

		756		1232525		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43616		43951		12		－

		976		1390317		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43628		43982		12		－

		702		1507427		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43614		43951		12		－

		682		1715712		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43614		43921		12		－

		900		1847911		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43623		43982		12		－

		1384		1848585		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43655		44012		12		－

		404		1888889		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護１		43595		43738		6		－

		1469		1922513		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43662		44012		12		－

		678		2101963		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要支援２		43614		43921		12		－

		954		2373777		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43628		43951		12		－

		3117		2492130		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要支援１		43784		44135		12		－

		583		2605554		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援１		43607		43921		12		－

		958		2761637		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要支援１		43628		43951		12		－

		141		2827751		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43565		43890		12		－

		800		2877325		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43620		43951		12		－

		721		2934621		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援１		43616		43951		12		－

		1274		2935546		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43648		43982		12		－

		759		3187748		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43616		43951		12		－

		860		3612651		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43621		43951		12		－

		790		5045657		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援２		43620		43951		12		－

		1168		5137543		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援１		43641		43982		12		－

		1203		5186391		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43642		43982		12		－

		385		5197511		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援１		43595		43921		12		－

		838		5313082		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援２		43621		43769		6		－

		500		5411998		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		69		要支援１		43600		43921		12		－

		930		5624029		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43627		43951		12		－

		1042		7364890		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43635		43982		12		－

		635		7816871		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援２		43613		43951		12		－

		638		8121958		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		93		要支援１		43613		43951		12		－

		631		9224831		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援１		43613		43951		12		－

		663		10627774		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要支援１		43613		43951		12		－

		370		11425792		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		67		要介護１		43595		43738		6		－

		767		11451530		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43616		43951		12		－

		1304		12615455		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43649		43982		12		－

		146		12865401		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		73		要支援２		43565		43921		12		－

		951		13173804		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43627		43982		12		－

		1451		14159988		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43658		44012		12		－

		851		14947510		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43621		43951		12		－

		173		16225210		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43567		43921		12		－

		1191		17325005		変形性膝関節症 ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援１		43641		43982		12		－

		443		19379050		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要介護１		43599		43921		12		－

		554		19849631		変形性膝関節症 ヘンケイセイ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要介護１		43602		43951		12		－

		222		4709799		変形性膝関節症、脊椎圧迫骨折 ヘンケイセイシツカンセツショウ セキツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援２		43572		43921		12		－

		1003		5427703		変形性脊髄症 ヘンケイセイ セキズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43630		43982		12		－

		1084		2971445		変形性脊柱症 ヘンケイセイ セキチュウ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援１		43637		43982		12		－

		1296		4047711		変形性脊柱症 ヘンケイセイ セキチュウ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43649		43951		12		－

		4496		44695		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援２		43889		44227		12		－

		3641		1311808		変形性脊椎症 ヘンケイセイセキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要支援１		43819		44165		12		－

		2562		1555014		変形性脊椎症 ヘンケイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援２		43740		44104		12		－

		3913		1987208		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43851		44196		12		－

		3397		2261677		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43803		44135		12		－

		2529		2369877		変形性脊椎症 ヘンケイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43739		44074		12		－

		1522		2984628		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		96		要支援２		43665		44012		12		－

		4368		3019187		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43882		44227		12		－

		4717		6463959		変形性脊椎症 ヘンケイセイセキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43901		44227		12		－

		2572		6949690		変形性脊椎症 ヘンケイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		92		要支援２		43742		44074		12		－

		4363		8045399		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43882		44227		12		－

		1964		9596381		変形性脊椎症 ヘンケイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援１		43704		44043		12		－

		4369		10636633		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援２		43882		44227		12		－

		3625		13444336		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43819		44165		12		－

		4724		18000535		変形性脊椎症 ヘンケイセイセキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43901		44227		12		－

		1625		19325352		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43670		44012		12		－

		2251		19613349		変形性脊椎症 ヘンケイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護１		43719		44074		12		－

		4934		20092954		変形性脊椎症 ヘンケイセイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43917		44255		12		－

		83		6196802		変形性脊椎症、坐骨神経痛、脳梗塞 ヘンケイセイ セキツイ ショウ ザコツ シンケイ ツウ ノウコウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		88		要支援１		43564		43890		12		－

		2475		23311		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43735		44074		12		－

		2684		85472		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43753		44104		12		－

		1763		133973		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援２		43684		44012		12		－

		2061		246638		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43711		44043		12		－

		4414		399957		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要介護１		43886		44043		6		－

		2838		477168		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要支援１		43763		44104		12		－

		2691		549509		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43754		44104		12		－

		4539		613401		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援１		43893		44227		12		－

		2714		636843		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要支援１		43756		44104		12		－

		1988		649589		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43705		44043		12		－

		2390		742155		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43728		44074		12		－

		1647		756474		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援１		43672		44012		12		－

		2586		786551		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		74		要支援１		43746		44074		12		－

		2744		830755		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43756		44104		12		－

		3862		880248		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要支援２		43845		44196		12		－

		2431		1000136		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43732		44074		12		－

		2112		1161679		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要介護１		43712		44043		12		－

		1965		1300091		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援２		43704		44043		12		－

		1672		1302531		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援２		43676		44012		12		－

		4894		1360019		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護１		43915		44255		12		－

		1885		1386646		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43700		44043		12		－

		2247		1450336		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43719		44074		12		－

		2489		1551884		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43735		44074		12		－

		1648		1561995		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要介護１		43672		44012		12		－

		2335		1611321		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43726		44074		12		－

		1872		1864572		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43698		44043		12		－

		2580		1899040		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43746		44074		12		－

		2123		1978896		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43712		44043		12		－

		1824		1998005		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護１		43686		43861		6		－

		2854		2037190		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援１		43767		44074		12		－

		129		2381575		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43565		43890		12		－

		3620		2539853		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43819		44165		12		－

		1509		2834669		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援１		43665		43982		12		－

		2502		2874458		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43739		44074		12		－

		1882		2957914		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43700		44043		12		－

		2121		3051927		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43712		44043		12		－

		3381		3444741		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43802		44165		12		－

		2526		3473511		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要介護２		43739		44074		12		－

		1650		3501825		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要支援１		43672		44012		12		－

		2137		3563065		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43712		44043		12		－

		2975		4721446		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		74		要支援２		43774		44104		12		－

		2663		5069459		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要介護１		43749		43921		6		－

		2771		5149576		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43761		44104		12		－

		2136		5174066		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要支援１		43712		44043		12		－

		1538		5218675		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要介護２		43665		44012		12		－

		2768		5584230		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要介護１		43761		44104		12		－

		1675		5784093		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43676		44012		12		－

		2496		6102972		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43739		44043		12		－

		2651		6375651		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護１		43749		43890		6		－

		2515		6726232		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43739		44074		12		－

		2307		6805612		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要介護２		43725		44074		12		－

		2664		6820310		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援２		43749		44104		12		－

		1661		6924751		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		76		要介護１		43672		43861		6		－

		4402		7003919		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要介護２		43886		44196		12		－

		2244		7058586		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43719		44043		12		－

		3059		7070161		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43781		44135		12		－

		2410		7435631		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要支援１		43728		44074		12		－

		2372		7647603		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援２		43728		44074		12		－

		2510		7899815		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要支援１		43739		44074		12		－

		2000		8148546		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援２		43705		44043		12		－

		2531		8166927		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43739		44074		12		－

		4411		8190186		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援１		43886		44227		12		－

		4844		8845204		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援２		43908		44255		12		－

		3893		8853894		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43847		44196		12		－

		4405		9471413		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43886		44227		12		－

		1833		11707712		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援１		43686		44043		12		－

		4484		11943289		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要介護１		43889		44227		12		－

		2688		11983001		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		69		要支援１		43754		44074		12		－

		2558		12104515		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		68		要支援１		43740		44104		12		－

		4877		12661554		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援２		43914		44255		12		－

		1834		12781410		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援２		43686		44043		12		－

		1794		12781428		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援１		43684		44043		12		－

		2915		12840467		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要介護３		43767		44104		12		－

		1614		15374777		変形性膝関節症 ヘンケイ セイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43670		44012		12		－

		2613		17607871		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護２		43746		44104		12		－

		4509		18496655		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要介護１		43889		44227		12		－

		2076		18855574		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43711		44043		12		－

		2179		19589922		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43714		44043		12		－

		2543		19643459		変形性膝関節症 ヘンケイセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43740		44074		12		－

		4298		20067331		変形性膝関節症 ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43879		44227		12		－

		1226		6003761		変形性腰椎・頸髄症 ヘンケイセイ ヨウツイ ケイズイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43642		43982		12		－

		3206		327476		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43791		44135		12		－

		4690		360228		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43900		44255		12		－

		2785		487546		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要介護２		43761		44104		12		－

		4924		679615		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要支援１		43915		44255		12		－

		1441		1296302		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43658		44012		12		－

		4677		1325060		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援２		43900		44227		12		－

		2383		1398814		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43728		44074		12		－

		3973		1553844		変形性腰椎症 ヘンケイ セイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43854		44196		12		－

		1088		1777211		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要支援２		43637		43982		12		－

		4707		2139740		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要介護２		43901		44227		12		－

		167		2166283		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護１		43567		43921		12		－

		3334		2197910		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要介護１		43798		44135		12		－

		3252		2488167		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援２		43795		44135		12		－

		1510		2870274		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		77		要支援２		43665		44012		12		－

		1419		3516342		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援１		43656		44012		12		－

		3288		4007751		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43796		44104		12		－

		3367		6131018		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43802		44135		12		－

		530		7725892		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43602		43921		12		－

		1486		8239240		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援２		43663		44012		12		－

		653		8520364		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		93		要支援１		43613		43951		12		－

		4811		8955751		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		92		要支援１		43907		44255		12		－

		4004		8969035		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援２		43858		44196		12		－

		4391		9814281		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要介護４		43882		44227		12		－

		2666		11782251		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		77		要介護４		43749		44104		12		－

		3445		12606766		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援１		43805		44165		12		－

		797		12863629		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		75		要支援１		43620		43951		12		－

		3990		15116018		変形性腰椎症 ヘンケイセイヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要介護２		43858		44196		12		－

		1705		16926670		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43679		44012		12		－

		726		17739474		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要支援１		43616		43951		12		－

		1163		18379447		変形性腰椎症 ヘンケイセイ ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		93		要支援１		43641		43982		12		－

		4553		17271329		変形膝関節症 ヘンケイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43893		44227		12		－

		2228		9342711		偏見性膝関節症 ヘンケンセイヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援１		43718		44074		12		－

		4042		238414		変性性脊椎症 ヘンセイ セイ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		94		要支援１		43858		44196		12		－

		1898		3845095		変股症 ヘン マタ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援２		43700		44043		12		－

		3878		9073141		蜂窩織炎 ホウカシキエン		⑬その他 タ		男		71		要介護１		43847		44135		12		－

		997		10026428		蜂窩織炎 ホウカシキエン		⑬その他 タ		女		88		要支援１		43630		43982		12		－

		4776		11282827		蜂窩織炎 ホウカシキエン		⑬その他 タ		女		90		要介護５		43903		44255		12		－

		2786		373966		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護２		43761		44135		12		－

		181		442615		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		89		要介護４		43567		43921		12		－

		2703		814679		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要支援１		43754		44104		12		－

		2600		829391		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		78		要介護４		43746		44104		12		－

		4735		2291711		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		74		要支援１		43901		44255		12		－

		620		3312038		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		82		要介護３		43609		43951		12		－

		670		3957454		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要介護２		43613		43951		12		－

		4358		5786282		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		85		要介護２		43880		44255		12		－

		4887		7890851		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護５		43914		44286		12		－

		4455		8998931		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		65		要介護４		43887		44227		12		－

		2291		9599622		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		84		要支援２		43725		44043		12		－

		2196		14048655		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		66		要介護４		43714		44074		12		－

		2134		14319535		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		67		要介護２		43712		44043		12		－

		1056		14629801		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		80		要介護５		43635		43982		12		－

		2199		18569660		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		77		要介護１		43718		43861		6		－

		2583		19975377		膀胱がん ボウコウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		87		要介護４		43746		44074		12		－

		3261		1324845		膀胱癌 ボウコウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		81		要介護２		43795		44135		12		－

		3874		6832521		膀胱癌 ボウコウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護４		43845		44196		12		－

		3732		7367236		膀胱癌 ボウコウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		78		要支援１		43837		44165		12		－

		3849		2010852		膀胱全摘手術回腸導管造設術 ボウコウ ゼンテキシュジュツ カイチョウ ドウカン ゾウセツ ジュツ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43845		44135		12		－

		732		431214		歩行障害 ホコウ ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		73		要支援１		43616		43951		12		－

		796		7347685		歩行障害 ホコウ ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		78		要介護２		43620		43951		12		－

		3258		8824517		歩行障害 ホコウ ショウガイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		76		要支援１		43795		44135		12		－

		1236		8409994		ホジキンリンパ腫 シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		76		要支援２		43644		43951		12		－

		1078		2052822		発作性心房細動 ホッサセイ シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		83		要支援１		43637		43982		12		－

		378		13354167		発作性心房細動 ホッサセイ シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要支援２		43595		43921		12		－

		2462		2210312		発作性心房粗動 ホッサセイ シンボウソドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		89		要支援２		43733		44074		12		－

		3207		10369384		骨軟部悪性腫瘍 ホネ ナンブ アクセイ シュヨウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		83		要支援２		43791		44135		12		－

		2504		547212		本態性振戦 ホンタイセイ シンセン		⑬その他 タ		女		81		要支援１		43739		44074		12		－

		3537		1640950		末期腎不全 マッキ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		90		要介護４		43816		44165		12		－

		3946		3105946		末期腎不全 マッキ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		73		要支援２		43854		44196		12		－

		3236		4737822		末期腎不全 マッキ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		87		要介護２		43791		44135		12		－

		3539		8951331		末期腎不全 マッキ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		82		要支援２		43816		44165		12		－

		484		3231623		慢性２型呼吸不全 マンセイ ガタ コキュウ フゼン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		79		要支援２		43599		43951		12		－

		234		8169641		慢性胃腸炎 マンセイ イチョウ エン		⑬その他 タ		女		89		要介護１		43574		43921		12		－

		4758		12806927		慢性胃腸炎 マンセイ イチョウ エン		⑬その他 タ		男		83		要支援２		43903		44255		12		－

		3557		13669125		慢性うっ血性心不全 マンセイ ケツセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		75		要介護４		43817		44135		12		－

		2770		842397		慢性炎症性脱髄性多発神経炎 マンセイ エンショウセイ ダツ ズイ セイ タハツ シンケイ エン		⑬その他 タ		男		73		要支援２		43761		44104		12		－

		2667		1833961		慢性気管支炎 マンセイ キカンシ エン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		87		要支援１		43749		44104		12		－

		2257		309931		慢性硬膜下血腫 マンセイコウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		90		要支援１		43719		44074		12		－

		3018		742953		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護４		43775		44135		12		－

		1391		1388207		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマクカ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		79		要介護２		43655		44012		12		－

		3186		3130550		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要介護１		43791		44104		12		－

		2227		15586286		慢性硬膜下血腫 マンセイコウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		85		要支援１		43718		44074		12		－

		3062		16662022		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援１		43781		44135		12		－

		3970		965014		慢性硬膜下水腫 マンセイ コウマクカ スイ シュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要介護４		43854		44196		12		－

		988		2790092		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマク シタ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		85		要支援１		43630		43982		12		－

		430		13241788		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマク シタ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		91		要支援１		43599		43921		12		－

		540		15217892		慢性硬膜下血腫 マンセイ コウマク シタ ケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		77		要介護１		43602		43921		12		－

		608		1623389		慢性呼吸不全 マンセイ コキュウフゼン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		70		要支援２		43609		43951		12		－

		1245		3274527		慢性呼吸不全 マンセイ コキュウフゼン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		女		72		要介護１		43644		43982		12		－

		839		6819516		慢性呼吸不全 マンセイ コキュウ フゼン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		70		要支援１		43621		43951		12		－

		496		9647708		慢性呼吸不全 マンセイ コキュウ フゼン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要支援２		43600		43921		12		－

		3364		1903772		慢性呼吸不全症 マンセイ コキュウ フゼン ショウ		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		84		要介護３		43802		44135		12		－

		4837		7213395		慢性腎炎 マンセイ ジンエン		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43908		44255		12		－

		429		909599		慢性腎臓病 マンセイ ジンゾウビョウ		⑬その他 タ		女		91		要支援１		43599		43921		12		－

		4129		11524791		慢性腎臓病 マンセイ ジンゾウビョウ		⑬その他 タ		男		86		要支援２		43861		44196		12		－

		2484		18364882		慢性腎臓病 マンセイ ジンゾウビョウ		⑬その他 タ		男		86		要支援１		43735		44074		12		－

		2236		72168		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		68		要介護５		43718		44074		12		－

		596		217051		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要支援１		43607		43951		12		－

		1004		765155		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		89		要支援１		43630		43982		12		－

		1392		1440438		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		79		要介護２		43655		44012		12		－

		2867		2096722		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		74		要介護１		43767		44104		12		－

		4019		2354489		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		90		要支援１		43858		44196		12		－

		221		2747901		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		81		要支援２		43572		43921		12		－

		1567		2762455		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		82		要支援１		43669		44012		12		－

		647		2771250		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		78		要介護１		43613		43951		12		－

		220		2777169		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		82		要介護２		43572		43890		12		－

		4672		2850389		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		93		要介護１		43900		44227		12		－

		3912		2890356		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		87		要支援２		43851		44196		12		－

		380		2947552		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		87		要介護１		43595		43921		12		－

		3713		7253605		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		84		要介護２		43824		44165		12		－

		1008		9994840		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		81		要支援２		43634		43921		12		－

		153		10015698		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		91		要支援１		43565		43921		12		－

		3836		10613935		慢性心不全 マンセイシンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		65		要介護５		43844		44196		12		－

		490		12804223		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		73		要介護３		43599		43951		12		－

		1475		15615103		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		90		要介護４		43663		43982		12		－

		986		17426615		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		96		要支援１		43630		43982		12		－

		1379		19900966		慢性心不全 マンセイ シンフゼン		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		93		要介護５		43655		44012		12		－

		762		159760		慢性腎不全 マンセイジンフゼン		⑬その他 タ		男		90		要介護５		43616		43951		12		－

		4652		197971		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		84		要支援２		43896		44255		12		－

		3988		237884		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		65		要介護２		43858		44286		12		－

		1321		385034		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		84		要支援２		43649		44012		12		－

		4923		679623		慢性腎不全 マンセイジンフゼン		⑬その他 タ		女		76		要介護５		43915		44255		12		－

		1041		1178580		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43635		43982		12		－

		2992		1544179		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		84		要介護２		43775		44074		12		－

		4667		1793861		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		82		要支援２		43900		44196		12		－

		1029		1904205		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		93		要介護２		43634		43982		12		－

		2109		2094398		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		84		要介護２		43712		44043		12		－

		2943		2233533		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		90		要支援２		43770		44104		12		－

		1460		2834677		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		91		要支援２		43662		43982		12		－

		2756		3024377		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		78		要介護２		43756		44104		12		－

		1518		3209296		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		76		要介護２		43665		44012		12		－

		184		5070121		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		91		要介護４		43567		43921		12		－

		2176		5739691		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		88		要支援２		43714		44043		12		－

		3239		6208355		慢性腎不全 マンセイジンフゼン		⑬その他 タ		男		72		要介護２		43791		44135		12		－

		423		6378641		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		82		要介護１		43599		43921		12		－

		3603		6668372		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		84		要介護２		43819		44165		12		－

		2491		8570167		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		74		要支援２		43735		44074		12		－

		2065		9304932		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		80		要支援２		43711		44043		12		－

		1149		12623199		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		82		要介護１		43641		43982		12		－

		1051		13831453		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		79		要支援２		43635		43982		12		－

		4893		13897748		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		87		要介護２		43915		44255		12		－

		4377		14844257		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		75		要介護２		43882		44227		12		－

		2395		16733857		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		86		要介護２		43728		44074		12		－

		688		17387235		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		66		要支援２		43614		43951		12		－

		1476		19584249		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		女		71		要支援２		43663		43982		12		－

		3551		19749289		慢性腎不全 マンセイジンフゼン		⑬その他 タ		女		81		要介護５		43816		44165		12		－

		4754		19952298		慢性腎不全 マンセイ ジンフゼン		⑬その他 タ		男		80		要支援２		43903		44255		12		－

		198		7902620		慢性心不全、認知症 マンセイ シンフゼン ニンチショウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		93		要介護４		43571		43921		12		－

		3234		6039791		慢性心房細動 マンセイ シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		80		要介護１		43791		44135		12		－

		3542		7693508		慢性心房細動 マンセイ シンボウサイドウ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		女		92		要支援１		43816		44165		12		－

		4939		13728946		慢性尿細管間質性炎 マンセイ ニョウサイカン カンシツ セイ エン		⑬その他 タ		男		70		要介護４		43917		44255		12		－

		4200		12389331		慢性膿胸 マンセイ ノウ ムネ		⑬その他 タ		男		77		要介護２		43866		44227		12		－

		4647		671932		慢性貧血 マンセイ ヒンケツ		⑬その他 タ		男		78		要介護１		43896		44043		6		－

		1738		2814943		慢性貧血 マンセイ ヒンケツ		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43683		44012		12		－

		375		3560864		慢性閉そく性肺疾患 マンセイ ヘイ セイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		78		要支援１		43595		43921		12		－

		4403		19575999		慢性閉そく性肺疾患 マンセイ ヘイ セイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		89		要介護１		43886		44196		12		－

		1109		902497		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイシッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		96		要介護２		43637		43982		12		－

		1101		2048809		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		72		要介護１		43637		43799		6		－

		1599		2164582		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		86		要支援１		43670		44012		12		－

		1734		2652684		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要介護１		43683		44012		12		－

		1309		4122119		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要支援１		43649		43982		12		－

		203		11998041		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイハイシッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		73		要支援１		43571		43921		12		－

		2007		18586604		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		79		要支援２		43705		44074		12		－

		1707		19934436		慢性閉塞性肺疾患 マンセイ ヘイソクセイ ハイ シッカン		④呼吸器疾患 コキュウキ シッカン		男		80		要介護１		43679		44012		12		－

		4255		8228566		慢性胸膿 マンセイ ムネ ウミ		⑬その他 タ		男		83		要介護４		43873		44227		12		－

		4424		841048		慢性腰痛症 マンセイ ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43886		44227		12		－

		136		7120184		慢性リンパ性白血病 マンセイ セイハッケツビョウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護２		43565		43890		12		－

		2459		1678272		ミオバチー		⑬その他 タ		女		76		要支援１		43733		44074		12		－

		244		316377		右アキレス腱断裂 ミギ ケン ダンレツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43574		43921		12		－

		2215		12106755		右アキレス腱断裂 ミギ ケン ダンレツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要介護３		43718		44074		12		－

		3356		12604577		右足関節外果骨折 ミギアシ カンセツ ガイカ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		69		要支援２		43802		44135		12		－

		3751		2707349		右足関節骨折 ミギアシ カンセツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要介護１		43837		44012		6		－

		3443		2802511		右足関節外果骨折 ミギアシ カンセツ ソト コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護４		43805		44165		12		－

		3665		15286274		右足関節脱臼骨折 ミギアシ カンセツ ダッキュウ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要支援１		43823		44165		12		－

		3669		979112		右足関節内骨折 ミギアシ カンセツ ナイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護３		43823		44165		12		－

		4113		6715231		右足首骨折 ミギアシクビ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援１		43859		44196		12		－

		3053		2437465		右足指骨折 ミギアシ ユビ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援２		43781		44135		12		－

		3602		1922807		右膿胸 ミギ ウ ムネ		⑬その他 タ		女		83		要介護２		43819		44165		12		－

		3402		2740109		右踵骨骨折 ミギ カカト コツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援２		43803		44135		12		－

		3920		5886		右踵骨骨折 ミギ カカト ホネ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要支援１		43852		44196		12		－

		4616		19389754		右下肢壊死性筋膜炎 ミギ カシ エシセイ キンマクエン		⑬その他 タ		男		71		要介護４		43894		44227		12		－

		294		18476061		右肩関節腱板断裂 ミギ カタ カンセツ ケンバン ダンレツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43592		43921		12		－

		3817		19861447		右肩腱板断裂 ミギカタ ケン イタ ダンレツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		65		要支援２		43844		44165		12		－

		3362		1068229		右肩腱板損傷 ミギカタ ケンバン ソンショウ		⑬その他 タ		女		71		要支援２		43802		44135		12		－

		3533		8899819		右肩腱板断裂 ミギカタ ケンバン ダンレツ		⑬その他 タ		女		78		要支援２		43816		44165		12		－

		3683		535915		右肩打撲症 ミギカタ ダボク ショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護１		43823		44165		12		－

		3733		1974777		右脛骨高原骨折 ミギ ケイコツ コウゲン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護１		43837		43982		6		－

		3526		8361720		右脛骨骨折 ミギ ケイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要介護２		43816		44135		12		－

		1307		6836755		右視床出血 ミギ シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		75		要支援１		43649		43982		12		－

		4111		8600325		右視床出血 ミギ シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		75		要介護３		43859		44196		12		－

		4867		8994421		右視床出血 ミギ シショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護４		43914		44255		12		－

		4153		19559676		右視床出血 ミギシショウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		73		要介護５		43861		44227		12		－

		15		10317252		右視床出血、廃用症候群、高血圧、喘息 ミギ シショウ シュッケツ ハイヨウショウコウグン コウケツアツ ゼンソク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		82		要介護３		43560		43890		12		－

		3120		2993988		右膝蓋骨骨折 ミギ シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43784		44135		12		－

		3015		5540691		右膝蓋骨骨折 ミギ シツガイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護２		43775		44135		12		－

		3753		15354822		右小脳出血 ミギ ショウノウ シュッケツ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		68		要支援２		43837		44196		12		－

		1557		19736105		右上腕骨位端骨折 ミギ ジョウワンコツ クライ タン コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43669		44012		12		－

		3113		3607160		右上腕骨外科頚骨骨折 ミギ ジョウワンコツ ゲカ ケイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43784		44135		12		－

		3867		16191803		右上腕骨骨折 ミギ ジョウワンコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護４		43845		44196		12		－

		4829		6123872		右腎盂癌 ミギジンウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		91		要支援１		43908		44255		12		－

		511		11846682		右腎癌 ミギ ジン ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要支援１		43600		43921		12		－

		3032		15191125		右腎細胞癌 ミギ ジン サイボウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要支援２		43777		44135		12		－

		1586		18003630		右腎動脈瘤破裂 ミギ ジン ドウミャクリュウ ハレツ		⑬その他 タ		男		76		要介護１		43669		44012		12		－

		12		17644988		右大腿骨壊死症 ミギ ダイタイコツ エシ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43560		43890		12		－

		3330		569224		右大腿骨頚部骨折 ミギ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要介護２		43798		44135		12		－

		3754		638765		右大腿骨頚部骨折 ミギ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護１		43837		44012		6		－

		3128		1481975		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援１		43784		44135		12		－

		4813		2818302		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43907		44255		12		－

		4725		3051765		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援１		43901		44227		12		－

		3039		7355084		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		66		要介護１		43777		43951		6		－

		3716		7692111		右大腿骨頚部骨折 ミギ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要介護１		43824		44165		12		－

		3224		9633421		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要介護４		43791		44135		12		－

		3438		14364280		右大腿骨頚部骨折 ミギ ダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要支援１		43805		44135		12		－

		3208		16443381		右大腿骨頚部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要支援１		43791		44135		12		－

		3798		6168850		右大腿骨頸部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護４		43840		44165		12		－

		4030		16757403		右大腿骨頸部骨折 ミギダイタイコツケイブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43858		44196		12		－

		1865		823007		右大腿骨骨折 ミギ ダイタイコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援１		43698		44043		12		－

		3044		396192		右大腿骨転子部骨折 ミギダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要介護４		43781		44074		12		－

		3776		2073510		右大腿骨転子部骨折 ミギ ダイタイコツ テンシブ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要介護１		43838		44012		6		－

		3042		2661187		右大腿骨転子部骨折 ミギダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護４		43777		44135		12		－

		3014		7014775		右大腿骨転子部骨折 ミギ ダイタイコツテンシブコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護３		43775		44135		12		－

		37		1453823		右大腿骨転子部骨折、糖尿病、脂質異常症 ミギ ダイタイコツ テンシブ コッセツ トウニョウビョウ シシツ イジョウ ショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要介護１		43560		43708		6		－

		3444		1195557		右橈骨遠位端骨折 ミギ トウコツエンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43805		44165		12		－

		3774		4959078		右橈骨遠位端骨折 ミギ トウコツ エンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援１		43838		44165		12		－

		4770		6044573		右橈骨遠位端骨折 ミギ トウコツエンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護２		43903		44255		12		－

		4642		17919105		右橈骨遠位端骨折 ミギ トウコツ エンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護１		43896		44227		12		－

		4884		18743515		右橈骨遠位端骨折 ミギ トウコツエンイタンコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護３		43914		44255		12		－

		3269		17515707		右橈骨骨折 ミギ トウコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		71		要支援２		43795		44135		12		－

		3055		19468215		右橈骨骨折 ミギ トウコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要介護３		43781		44135		12		－

		4804		15670368		右脳幹梗塞 ミギ ノウカン コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		77		要支援２		43907		44255		12		－

		4024		831131		右腓骨骨折 ミギ ヒコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護２		43858		44196		12		－

		3861		828882		右ひじ骨折 ミギ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		86		要介護１		43845		44196		12		－

		3662		539040		右変形性関節症 ミギ ヘンケイセイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43823		44165		12		－

		4839		1618300		右変形性股関節症 ミギヘンケイセイ コカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43908		44255		12		－

		3010		517020		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要介護２		43775		44135		12		－

		4108		2445981		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		93		要支援１		43859		44196		12		－

		3947		2584611		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43854		44196		12		－

		4835		8998451		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43908		44255		12		－

		3241		889466		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護１		43791		43951		6		－

		3341		1887645		右変形性膝関節症 ミギ ヘンケイセイ ヒザ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43798		44135		12		－

		4089		513423		右慢性硬膜下血腫 ミギ マンセイ コウマクカケッシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		80		要支援１		43859		44196		12		－

		4643		4386337		右肋骨骨折 ミギ ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護５		43896		44227		12		－

		3073		8449023		右肋骨多発骨折 ミギ ロッコツ タハツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要介護３		43781		44135		12		－

		1903		19943930		未破裂脳動脈瘤 ミ ハレツ ノウ ドウミャクリュウ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		93		要介護１		43700		44043		12		－

		241		1902172		ミラーフィッシャー症候群 ショウコウグン		⑬その他 タ		男		76		要支援１		43574		43921		12		－

		4169		5610401		無症候性心筋虚血 ムショウコウセイ シンキン キョケツ		②心疾患（心臓病） シン シッカン シンゾウビョウ		男		88		要介護２		43865		44196		12		－

		4248		849740		胸腰椎圧迫骨折 ムネ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43873		44227		12		－

		4254		4084314		胸腰椎圧迫骨折 ムネ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要支援２		43873		44227		12		－

		2033		17385974		胸腰椎圧迫骨折 ムネ ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43707		44043		12		－

		2954		15453731		胸腰椎多発圧迫骨折 ムネ ヨウツイ タハツ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43770		44135		12		－

		2528		3685845		胸腰椎変性側弯症 ムネ ヨウツイ ヘンセイ ソク ワン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43739		44074		12		－

		225		890898		めまい症 ショウ		⑬その他 タ		男		84		要支援１		43572		43921		12		－

		2708		4975201		めまい症 ショウ		⑬その他 タ		女		71		要介護２		43754		44104		12		－

		1656		13086022		妄想障害 モウソウ ショウガイ		⑬その他 タ		女		83		要介護１		43672		44012		12		－

		270		2222345		妄想性障害 モウソウセイ ショウガイ		⑬その他 タ		女		75		要介護３		43579		43890		12		－

		189		3858944		妄想性障害 モウソウセイ ショウガイ		⑬その他 タ		女		72		要介護１		43571		43890		12		－

		1035		8116695		妄想性障害 モウソウ セイ ショウガイ		⑬その他 タ		女		84		要介護１		43635		43951		12		－

		2536		838616		盲腸癌 モウチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		68		要介護３		43739		44104		12		－

		551		1133128		盲腸癌 モウチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		79		要介護１		43602		43769		6		－

		4156		1633082		盲腸癌 モウチョウ ガン		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		87		要介護２		43861		44227		12		－

		3746		4119495		網膜色素変性症 モウマク シキソヘンセイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		74		要支援１		43837		44196		12		－

		3520		14857561		網膜色素変性症 モウマク シキソヘンセイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		65		要支援２		43812		44255		12		－

		2655		5306230		網膜静脈分枝閉塞症 モウマク ジョウミャク ブンシ ヘイソク ショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		87		要介護２		43749		44074		12		－

		840		17736701		網膜中心動脈閉そく症 モウマク チュウシン ドウミャク ヘイ ショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		79		要支援１		43621		43951		12		－

		1378		1144227		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		81		要介護２		43655		44012		12		－

		3786		1185942		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		81		要支援１		43838		44196		12		－

		758		2127857		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		85		要介護１		43616		43951		12		－

		1484		3052125		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		82		要介護１		43663		44012		12		－

		1273		3246680		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		76		要介護１		43648		43982		12		－

		3049		3297136		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		81		要介護１		43781		44104		12		－

		2441		6766471		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要介護１		43732		44074		12		－

		3687		7508069		物忘れ モノワス		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		91		要介護１		43823		44165		12		－

		117		12858412		物忘れ、肺炎後 モノワス ハイエン ゴ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		76		要支援１		43564		43921		12		－

		3764		17005273		薬剤性過敏性症候群 ヤクザイセイ カビンセイ ショウコウグン		⑬その他 タ		男		81		要支援２		43838		44135		12		－

		884		1666291		腰髄脊柱管狭窄症 ヨウズイ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43623		43951		12		－

		4489		105376		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護１		43889		44043		6		－

		4948		171522		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護２		43917		44255		12		－

		2606		292788		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43746		44104		12		－

		2154		308056		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43712		43890		6		－

		4557		422606		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援２		43893		44227		12		－

		1452		460303		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援１		43658		44012		12		－

		3565		552381		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		94		要支援２		43817		44165		12		－

		2143		562335		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要支援２		43712		44043		12		－

		4160		576034		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		74		要介護１		43865		44012		6		－

		4726		650846		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要支援２		43901		44255		12		－

		2044		705381		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護３		43707		44043		12		－

		1752		742074		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43683		43861		6		－

		4132		774430		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要介護１		43861		44012		6		－

		135		831255		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要支援１		43565		43890		12		－

		2791		945030		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護４		43763		44104		12		－

		4902		1009095		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		76		要支援１		43915		44255		12		－

		2105		1010000		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護４		43712		44043		12		－

		339		1011251		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援２		43593		43921		12		－

		101		1053965		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護４		43564		43890		12		－

		3752		1091492		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要支援２		43837		44196		12		－

		337		1196286		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援１		43593		43921		12		－

		387		1226380		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援２		43595		43921		12		－

		92		1283766		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援２		43564		43890		12		－

		4494		1356739		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護１		43889		44043		6		－

		4680		1389289		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要介護２		43900		44227		12		－

		4644		1641379		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43896		44227		12		－

		4688		1651226		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43900		44255		12		－

		4177		1655485		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		92		要支援２		43865		44227		12		－

		1716		1676083		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要支援２		43679		44043		12		－

		2107		1697765		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護４		43712		44043		12		－

		1350		1708007		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要支援２		43651		44012		12		－

		1825		1872702		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護１		43686		44043		12		－

		1116		1944690		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要支援２		43637		43982		12		－

		4686		2140489		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43900		44255		12		－

		791		2146851		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護２		43620		43951		12		－

		515		2171678		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43600		43921		12		－

		1126		2195178		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		92		要介護２		43637		43982		12		－

		246		2387450		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護２		43574		43921		12		－

		4270		2560364		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要介護１		43875		44196		12		－

		2479		2623498		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要支援２		43735		44074		12		－

		2921		2673355		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援１		43770		44074		12		－

		961		2718740		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要介護４		43628		43951		12		－

		4452		2856620		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援１		43887		44227		12		－

		3409		3284638		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		93		要介護３		43803		44135		12		－

		1103		3461637		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護２		43637		43982		12		－

		3400		3542726		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43803		44135		12		－

		3709		3548651		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		94		要介護２		43824		44165		12		－

		3896		3623009		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43847		44196		12		－

		3035		3740731		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援１		43777		44135		12		－

		2747		3901751		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護３		43756		44104		12		－

		171		3909565		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		72		要介護１		43567		43738		6		－

		4488		4222687		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護１		43889		44043		6		－

		4293		4499573		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要支援１		43875		44227		12		－

		931		4514319		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		88		要介護２		43627		43951		12		－

		3599		4853989		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43819		43982		6		－

		4907		4906004		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護２		43915		44255		12		－

		2603		5231728		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		93		要支援１		43746		44104		12		－

		2887		5699576		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		79		要支援２		43767		44104		12		－

		1853		5720222		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護２		43697		44043		12		－

		1039		5901251		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要介護３		43635		43982		12		－

		801		6082084		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		78		要介護４		43620		43951		12		－

		1258		6322867		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護１		43644		43830		6		－

		815		7197217		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要支援１		43620		43951		12		－

		4716		7248873		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要支援２		43901		44227		12		－

		3476		7357958		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護３		43809		44165		12		－

		572		7360169		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		83		要支援１		43606		43951		12		－

		1973		7630875		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護５		43704		44043		12		－

		843		8640891		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		86		要支援２		43621		43951		12		－

		3203		8972869		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要介護１		43791		43951		6		－

		197		9285610		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護２		43571		43921		12		－

		3351		9644997		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43802		44104		12		－

		3173		9667920		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		90		要支援１		43789		44135		12		－

		3450		9818677		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要支援１		43805		44165		12		－

		3590		9839178		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要支援２		43819		44135		12		－

		1803		9840141		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護３		43686		44012		12		－

		1943		10772073		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護１		43704		43861		6		－

		14		11889721		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要介護１		43560		43890		12		－

		2253		11938269		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		70		要介護１		43719		43890		6		－

		3076		12151157		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援１		43781		44135		12		－

		3363		12518841		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要支援１		43802		44135		12		－

		70		12811602		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		83		要介護１		43564		43708		6		－

		3255		13259679		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要介護５		43795		44135		12		－

		2361		13314963		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要支援１		43726		44074		12		－

		562		14239671		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		89		要支援１		43606		43921		12		－

		555		14328992		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要支援２		43602		43951		12		－

		1005		14677091		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		73		要支援２		43630		43799		6		－

		4814		14811448		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護１		43907		44074		6		－

		4384		15508137		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		87		要介護１		43882		44227		12		－

		48		15977609		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43560		43890		12		－

		1368		16165110		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要介護４		43655		43982		12		－

		1697		16452321		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要介護４		43679		44012		12		－

		2891		16462238		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		70		要支援２		43767		44104		12		－

		99		17657305		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援１		43564		43890		12		－

		4106		18704016		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		68		要支援２		43859		44196		12		－

		3123		18713489		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		77		要支援２		43784		44135		12		－

		4453		19234056		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要支援１		43887		44227		12		－

		569		19272046		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要介護２		43606		43921		12		－

		419		19275337		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43599		43921		12		－

		729		19605956		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		90		要介護３		43616		43951		12		－

		996		19894474		腰椎圧迫骨折 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護３		43630		43982		12		－

		2974		19907811		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護１		43774		44104		12		－

		2279		19966271		腰椎圧迫骨折 ヨウツイ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護１		43721		43890		6		－

		56		663824		腰椎圧迫骨折、 ヨウツイアッパクコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要支援２		43560		43921		12		－

		1537		2931621		腰椎圧迫症 ヨウツイ アッパク ショウ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		85		要介護４		43665		44012		12		－

		3828		5310393		腰椎化膿性椎間板炎 ヨウツイ カノウセイ ツイカンバン エン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要介護２		43844		44196		12		－

		4498		3815404		腰椎関節症 ヨウツイ カンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		92		要支援２		43889		44227		12		－

		704		15729036		腰椎偽関節 ヨウツイ ギカンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援２		43614		43951		12		－

		3656		1523155		腰椎骨折 ヨウツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護２		43819		44196		12		－

		4641		7018941		腰椎骨折 ヨウツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要支援１		43896		44227		12		－

		3249		12421863		腰椎骨折 ヨウツイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要介護１		43795		44135		12		－

		3721		519383		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43824		44196		12		－

		4794		1900706		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43907		44255		12		－

		2755		2594218		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		94		要支援２		43756		44104		12		－

		751		4261097		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援１		43616		43951		12		－

		1019		5674506		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要介護１		43634		43982		12		－

		1290		9827846		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援２		43648		44012		12		－

		2723		12832189		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要介護１		43756		44104		12		－

		1616		14625041		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要介護２		43670		44012		12		－

		4730		19360441		腰椎症 ヨウツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43901		44255		12		－

		1093		574333		腰椎症性脊髄症 ヨウツイショウ セイ セキズイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援２		43637		43982		12		－

		4552		11686995		腰椎推たい骨折 ヨウツイ スイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護３		43893		44227		12		－

		1722		507270		腰椎推体骨折 ヨウツイ スイ タイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要介護３		43679		44043		12		－

		3412		2321645		腰椎推体骨折 ヨウツイ スイ タイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護２		43803		44165		12		－

		2087		2812967		腰椎推体骨折 ヨウツイ スイ タイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要支援１		43711		44043		12		－

		1767		3152987		腰椎推体骨折 ヨウツイ スイ タイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43684		44012		12		－

		1864		225193		腰椎すべり症 ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援２		43698		44043		12		－

		115		1857142		腰椎すべり症 ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43564		43921		12		－

		3462		3537854		腰椎すべり症 ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43809		44135		12		－

		4007		3758311		腰椎すべり症 ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援２		43858		44196		12		－

		719		4443675		腰椎すべり症 ヨウツイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43616		43951		12		－

		1529		5408300		腰椎脊柱管狭窄症 ヨウツイ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43665		44012		12		－

		2103		2713241		腰椎多発圧迫骨折 ヨウツイ タハツ アッパク コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		80		要介護４		43712		44043		12		－

		509		371939		腰椎多発骨折 ヨウツイ タハツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		75		要支援２		43600		43921		12		－

		2248		905518		腰椎椎間孔狭窄症 ヨウツイ ツイカンコウ キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援２		43719		44074		12		－

		770		4387775		腰椎椎間板症 ヨウツイ ツイカンバン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援１		43616		43951		12		－

		1479		7155492		腰椎椎間板症 ヨウツイ ツイカンバン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要介護１		43663		43799		6		－

		1248		10490914		腰椎椎間板症 ヨウツイ ツイカンバン ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援１		43644		43982		12		－

		4130		2255065		腰椎椎間板性椎間孔狭窄症 ヨウツイ ツイカンバン セイ ツイカンコウ キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43861		44196		12		－

		3439		2467828		腰椎椎間板ヘルニア ヨウツイ ツイカンバン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43805		44135		12		－

		3506		12429104		腰椎椎間板ヘルニア ヨウツイ ツイカンバン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要支援１		43812		44135		12		－

		4831		16081170		腰椎椎間板ヘルニア ヨウツイツイカンバン		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援１		43908		44255		12		－

		4031		1758268		腰椎椎間板変性症 ヨウツイ ツイカンバン ヘンセイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43858		44196		12		－

		4313		603953		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		77		要支援２		43879		44227		12		－

		4665		900656		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		85		要介護４		43896		44255		12		－

		251		1863827		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		93		要支援２		43578		43890		12		－

		1013		2593190		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援２		43634		43951		12		－

		4439		5652421		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		88		要介護１		43886		44227		12		－

		820		18379455		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		87		要介護４		43620		43982		12		－

		832		19023219		腰椎椎体骨折 ヨウツイ ツイタイ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		78		要支援２		43621		43951		12		－

		3193		3462889		腰椎破裂骨折 ヨウツイ ハレツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要介護３		43791		44135		12		－

		3566		17829960		腰椎破裂骨折 ヨウツイ ハレツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		76		要支援２		43817		44165		12		－

		1468		14507439		腰椎分離すべり症 ヨウツイ ブンリ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43662		44012		12		－

		3451		5808758		腰椎ヘルニア ヨウツイ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要支援２		43805		44165		12		－

		3437		1854038		腰椎変形性症 ヨウツイ ヘンケイセイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要介護１		43805		44135		12		－

		826		5693446		腰椎変性すべり症 ヨウツイ ヘンセイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援１		43621		43921		12		－

		4100		12119733		腰椎変性すべり症 ヨウツイ ヘンセイ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援２		43859		44196		12		－

		1118		2639181		腰椎変性側弯症 ヨウツイ ヘンセイ ソクワンショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援２		43637		43982		12		－

		4067		2991071		腰椎変性側弯症 ヨウツイ ヘンセイ ソクワンショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援１		43859		44196		12		－

		2454		984744		腰痛 ヨウツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要介護１		43732		44074		12		－

		3213		6098941		腰痛 ヨウツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43791		44135		12		－

		4817		17209550		腰痛 ヨウツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要介護３		43907		44255		12		－

		3697		18496281		腰痛 ヨウツウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43823		44196		12		－

		913		76201		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援２		43627		43921		12		－

		336		306151		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43593		43921		12		－

		2348		435724		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援２		43726		44074		12		－

		4740		828297		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要介護２		43901		44255		12		－

		3778		1050770		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援１		43838		44196		12		－

		398		1062042		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援１		43595		43921		12		－

		4284		1084640		腰痛症 ヨウツウショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		91		要支援１		43875		44227		12		－

		1363		1087240		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		88		要支援１		43651		44012		12		－

		3043		1531638		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援２		43777		44135		12		－

		4135		1687191		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要支援２		43861		44196		12		－

		4938		2116014		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要介護１		43917		44074		6		－

		1026		2557207		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43634		43982		12		－

		3938		3643433		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		89		要介護１		43852		44196		12		－

		1845		4711165		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43697		44012		12		－

		3181		5916488		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要介護３		43789		44135		12		－

		2326		6836763		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43726		44074		12		－

		4561		9751424		腰痛症 ヨウツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		92		要支援１		43893		44227		12		－

		1205		17394266		腰部脊柱管狭窄 ヨウブ セキチュウカン キョウサク		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		71		要支援２		43642		43982		12		－

		4060		382906		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援１		43859		44196		12		－

		432		465216		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		73		要介護２		43599		43921		12		－

		3391		599191		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援１		43803		44135		12		－

		3802		618373		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43840		44196		12		－

		610		901962		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援２		43609		43951		12		－

		3314		1073711		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43796		44135		12		－

		3572		1121235		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43817		44165		12		－

		4668		1139029		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		83		要支援２		43900		44196		12		－

		3011		1266284		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要介護１		43775		44135		12		－

		2575		1283286		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43742		44104		12		－

		1428		1615378		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43658		44012		12		－

		200		1649426		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要支援１		43571		43921		12		－

		3358		1674854		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43802		44135		12		－

		3379		1691481		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援２		43802		44165		12		－

		1360		1722484		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援１		43651		44012		12		－

		576		1803824		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要支援１		43606		43951		12		－

		3976		1851535		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		86		要介護１		43854		44196		12		－

		1027		1924427		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援２		43634		43982		12		－

		3850		2110601		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要支援２		43845		44165		12		－

		4125		2270811		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		85		要介護２		43861		44196		12		－

		2573		2319829		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援２		43742		44074		12		－

		3390		2415411		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		77		要介護１		43803		44135		12		－

		3796		2441616		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要支援１		43840		44165		12		－

		3794		2441641		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43840		44165		12		－

		3098		2661195		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要介護１		43782		43951		6		－

		4081		2730090		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43859		44196		12		－

		3827		2747847		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援２		43844		44196		12		－

		4026		2763524		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援１		43858		44196		12		－

		4787		2831091		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要支援１		43907		44227		12		－

		804		2900726		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		87		要支援１		43620		43951		12		－

		3256		2991918		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要支援２		43795		44135		12		－

		3670		3002659		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要介護１		43823		44165		12		－

		1264		3884881		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援２		43648		43982		12		－

		3022		4131592		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43775		44135		12		－

		691		4167376		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援１		43614		43951		12		－

		2598		4309855		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要介護２		43746		44104		12		－

		4601		4365992		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		76		要支援１		43894		44227		12		－

		223		4448707		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援２		43572		43921		12		－

		856		4694643		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		72		要支援２		43621		43951		12		－

		4012		5224241		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43858		44196		12		－

		1156		5591571		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要支援１		43641		43982		12		－

		735		5653967		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43616		43951		12		－

		366		5812399		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウ カン キョウサク ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要支援２		43595		43921		12		－

		1131		6173390		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサク ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		78		要支援１		43637		43982		12		－

		4386		6194681		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		90		要介護３		43882		44227		12		－

		1448		6450172		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43658		44012		12		－

		1356		6756794		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43651		44012		12		－

		1282		7984596		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43648		43982		12		－

		699		8205051		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43614		43951		12		－

		1437		8757135		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサク ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援２		43658		44012		12		－

		4082		8989401		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		89		要支援１		43859		44196		12		－

		3433		9040510		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援２		43805		44135		12		－

		4247		9157948		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援２		43873		44227		12		－

		4856		11363061		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43914		44255		12		－

		4367		11472863		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		84		要支援１		43882		44227		12		－

		4056		11569981		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		79		要支援２		43859		44196		12		－

		2571		11607556		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要介護１		43742		44074		12		－

		1198		11646888		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援２		43641		44012		12		－

		3347		12567116		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援２		43798		44165		12		－

		675		12637262		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		91		要支援２		43614		43921		12		－

		812		13034901		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		90		要支援２		43620		43951		12		－

		4723		13083058		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		94		要介護１		43901		44227		12		－

		3962		13522647		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43854		44196		12		－

		4189		13574833		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		72		要支援２		43866		44196		12		－

		3374		14073170		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要支援２		43802		44165		12		－

		4419		14580501		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援２		43886		44227		12		－

		3935		15116026		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		86		要支援１		43852		44196		12		－

		1215		15416364		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		91		要介護１		43642		43982		12		－

		660		15462731		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		73		要支援２		43613		43951		12		－

		4594		16488884		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援２		43894		44227		12		－

		1179		17038585		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		75		要支援２		43641		43982		12		－

		3318		19687356		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブ セキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		88		要支援１		43798		44135		12		－

		3494		19837294		腰部脊柱管狭窄症 ヨウブセキチュウカンキョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		67		要支援１		43810		44165		12		－

		20		13877763		腰部脊柱管狭窄症、冠動脈形成術後、右肩鎖関節脱臼手術後 ヨウブ セキチュウカン キョウサクショウ カンドウミャク ケイセイ ジュツゴ ミギ ケンサカンセツ ダッキュウ シュジュツゴ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		82		要支援２		43560		43890		12		－

		1720		1322982		腰部脊椎管狭窄症 ヨウブ セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		92		要支援２		43679		44043		12		－

		1558		7268858		腰部脊椎管狭窄症 ヨウブ セキツイ カン キョウサクショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43669		44012		12		－

		1433		16951293		腰部脊椎症 ヨウブ セキツイショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43658		44012		12		－

		2138		562343		腰部ヘルニア ヨウブ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		77		要支援１		43712		44043		12		－

		3563		2648482		抑うつ状態 ヨク ジョウタイ		⑬その他 タ		女		81		要介護１		43817		44165		12		－

		2064		561444		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		80		要介護１		43711		44043		12		－

		2167		617326		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		90		要介護１		43712		44074		12		－

		1638		1110861		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		93		要介護４		43672		44012		12		－

		3436		1354795		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		89		要介護１		43805		44135		12		－

		885		2324075		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		82		要支援１		43623		43951		12		－

		4128		3708616		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		78		要介護３		43861		44196		12		－

		284		13426770		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		78		要介護３		43579		43921		12		－

		3859		15511065		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		84		要支援１		43845		44196		12		－

		2900		20003028		ラクナ梗塞 コウソク		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		女		87		要介護３		43767		44104		12		－

		2961		4334523		卵巣がん ランソウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		75		要介護４		43770		44135		12		－

		874		5295173		卵巣がん ランソウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		74		要介護４		43621		43982		12		－

		4731		14118823		卵巣がん ランソウ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		女		66		要介護４		43901		44255		12		－

		1375		877581		リウマチ性多発筋痛症 セイ タハツ キンツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		87		要支援２		43655		43982		12		－

		2200		7408854		リウマチ性多発筋痛症 セイ タハツ キンツウショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要介護２		43718		44043		12		－

		3021		7365187		両下肢静脈瘤 リョウカシ ジョウミャク リュウ		⑬その他 タ		女		73		要支援１		43775		44135		12		－

		1995		6183433		両下肢廃用性筋萎縮 リョウ カシ ハイヨウ セイ キンイシュク		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		85		要支援１		43705		44043		12		－

		2050		8825513		両側硬膜下水腫 リョウガワ コウマクカ スイシュ		①脳血管疾患（脳卒中） ノウ ケッカン シッカン ノウソッチュウ		男		86		要介護１		43711		43830		6		－

		1563		1706250		両側水腎症 リョウガワ スイジンショウ		⑬その他 タ		女		78		要支援２		43669		44012		12		－

		2765		15646653		両側膝内側半月板損傷 リョウガワ ヒザ ウチガワ ハンゲツバン ソンショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		75		要支援１		43761		44074		12		－

		3538		10277544		両側変形性股関節症 リョウガワ ヘンケイセイ コカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		92		要支援１		43816		44165		12		－

		3941		8817898		両側変形性股関節症 リョウガワ ヘンケイセイ コカンセツ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		65		要支援１		43852		44196		12		両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

		3965		2133911		両側変形性膝関節症 リョウガワ ヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		74		要支援１		43854		44196		12		－

		3052		19569605		両側変形性膝関節症 リョウガワ ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		78		要支援１		43781		44135		12		－

		3806		879703		両側変形性膝関節症 リョウガワ ヘンケイセイ ヒザ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援２		43840		44196		12		－

		3830		2221381		両側変形性膝関節症 リョウガワ ヘンケイセイ ヒザ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援２		43844		44196		12		－

		3844		4181361		両側変形性膝関節症 リョウガワ ヘンケイセイ ヒザ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		81		要支援２		43844		44196		12		－

		531		2292301		両膝関節症 リョウ シツカンセツ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		84		要介護１		43602		43921		12		－

		3164		926868		両続発性緑内障 リョウ ゾクハツセイ リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		91		要支援１		43789		44104		12		－

		3651		123871		両膝変形性関節症 リョウ ヒザ ヘンケイセイ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		81		要支援１		43819		44165		12		－

		3157		2392861		両変形性足関節症 リョウ ヘンケイセイ アシ カンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		75		要支援２		43788		44135		12		－

		4824		180050		両変形性股関節症 リョウ ヘンケイセイ コカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		71		要支援２		43908		44255		12		－

		3354		828891		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要介護２		43802		44135		12		－

		4014		1384856		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援１		43858		44196		12		－

		4147		3035468		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		85		要支援２		43861		44227		12		－

		3308		5206022		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		男		80		要支援１		43796		44135		12		－

		3333		6098801		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		83		要支援１		43798		44135		12		－

		3340		7249187		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要介護１		43798		44135		12		－

		3271		16818283		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイシツカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		79		要介護２		43795		44135		12		－

		3161		1344820		両変形性膝関節症 リョウヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		80		要支援１		43789		44104		12		－

		1519		1992309		両変形性膝関節症 リョウ ヘンケイセイ ヒザカンセツショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		82		要支援１		43665		44012		12		－

		2922		6691005		両変股症 リョウ ヘン マタ ショウ		⑤関節疾患 カンセツ シッカン		女		73		要支援２		43770		44074		12		－

		2927		64149		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		80		要支援２		43770		44104		12		－

		4673		316296		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		77		要支援１		43900		44227		12		－

		4318		1916726		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		89		要支援２		43879		44227		12		－

		1326		2898870		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		86		要支援２		43649		44012		12		－

		3448		4781317		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		65		要支援２		43805		44255		12		－

		2970		5630908		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		男		89		要支援２		43774		44104		12		－

		1032		17025388		緑内障 リョクナイショウ		⑨視覚・聴覚障害 シカク チョウカク ショウガイ		女		81		要介護１		43634		43982		12		－

		989		2827930		リンパ腫 シュ		③悪性新生物（がん） アクセイ シンセイブツ		男		73		要支援１		43630		43982		12		－

		650		426083		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		84		要支援１		43613		43951		12		－

		769		913278		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護３		43616		43951		12		－

		3198		2096625		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		75		要介護１		43791		44135		12		－

		322		2353482		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		73		要支援１		43593		43921		12		－

		384		2867648		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		82		要介護２		43595		43921		12		－

		1976		3033929		レビー小体型認知症 ショウタイ ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護１		43704		44043		12		－

		2582		4614208		レビー小体型認知症 ショウタイ ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		68		要支援１		43746		44074		12		－

		2432		8769869		レビー小体型認知症 ショウタイ ガタ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		76		要介護３		43732		44074		12		－

		4187		9471405		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		94		要介護１		43866		44165		12		－

		230		16739926		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		77		要介護１		43574		43921		12		－

		3984		20046335		レビー小体型認知症 ショウタイガタニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		83		要介護５		43858		44165		12		－

		2018		19688687		レビー小体病 ショウタイ ビョウ		⑥認知症 ニンチショウ		男		83		要介護１		43707		44043		12		－

		1869		13891031		老人性うつ病 ロウジンセイ ビョウ		⑬その他 タ		女		82		要介護１		43698		44043		12		－

		657		19859220		老人性認知症 ロウジンセイ ニンチショウ		⑥認知症 ニンチショウ		女		90		要介護１		43613		43951		12		－

		4881		2329581		老人病症候群 ロウジンビョウ ショウコウグン		⑬その他 タ		女		90		要支援１		43914		44255		12		－

		1358		4232992		老衰 ロウスイ		⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		85		要支援２		43651		44012		12		－

		2599		15888355		老年期精神病 ロウネンキ セイシンビョウ		⑬その他 タ		男		73		要支援１		43746		44104		12		－

		2265		16951285		老年精神病 ロウネン セイシンビョウ		⑬その他 タ		男		71		要介護１		43721		44012		12		－

		1792		3664007		老年病症候群 ロウネン ビョウ ショウコウグン		⑬その他 タ		女		91		要介護１		43684		44043		12		－

		2443		1018698		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		90		要支援２		43732		44074		12		－

		3519		1121758		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		86		要介護４		43812		44165		12		－

		2700		2617226		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		80		要支援２		43754		44104		12		－

		369		5447232		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		82		要支援１		43595		43921		12		－

		3403		5662303		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		82		要支援１		43803		44135		12		－

		4848		6697267		肋骨骨折 ロッコツコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		89		要介護４		43914		44255		12		－

		2058		12103594		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		70		要介護３		43711		44043		12		－

		2889		12442887		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		89		要介護１		43767		44104		12		－

		1353		14498341		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		84		要介護４		43651		44012		12		－

		2249		15097374		肋骨骨折 ロッコツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		71		要支援１		43719		44074		12		－

		4860		18063850		肋骨骨折 ロッコツコッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		79		要介護１		43914		44255		12		－

		1701		12155365		肋骨多発骨折 ロッコツ タハツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		81		要介護１		43679		44012		12		－

		2332		18394536		肋骨多発骨折 ロッコツ タハツ コッセツ		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		男		81		要支援１		43726		44074		12		－

		1785		941956		胸腰椎圧迫骨折		⑩骨折・転倒 コッセツ テントウ		女		84		要支援１		43684		44043		12		－

		1784		11495				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		82		要介護２		43684		44043		12		－

		3321		13609				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		80		要介護１		43798		44135		12		－

		3463		811297				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		83		要介護１		43809		44135		12		－

		3684		813524				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		89		要支援１		43823		44165		12		－

		3767		1152084				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		94		要介護１		43838		44165		12		－

		2194		1387855				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		82		要介護１		43714		44074		12		－

		4518		1679228				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		85		要支援２		43889		44227		12		－

		4091		1753932				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		83		要介護１		43859		44196		12		－

		1808		2273365				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		82		要支援１		43686		44012		12		－

		2388		3027422				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		77		要介護１		43728		44074		12		－

		1956		5635098				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		82		要支援１		43704		44043		12		－

		4570		7499400				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		84		要介護４		43893		44227		12		－

		4750		8429995				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		88		要介護１		43903		44227		12		－

		2133		14671107				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		95		要支援２		43712		44043		12		－

		1952		16692506				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		男		76		要支援１		43704		44043		12		－

		4460		17375898				⑫高齢による衰弱 コウレイ スイジャク		女		79		要介護１		43887		44227		12		－





年齢別認定者数

		要介護認定者数（令和2年3月） ヨウ カイゴ ニンテイ シャ スウ レイワ ネン ガツ																										新規認定者数（令和元年度） シンキ ニンテイ シャ スウ レイワ ガンネンド

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		13,546		60		75		74		117		70		48		47		491		3.6%				65-69		27		26		31		28		19		16		12		159		32.4%		1.2%

				70-74		15,600		108		138		126		232		149		108		80		941		6.0%				70-74		52		28		51		39		43		28		30		271		28.8%		1.7%

				75-79		12,729		207		193		238		309		199		173		111		1,430		11.2%				75-79		90		60		82		57		44		46		29		408		28.5%		3.2%

				80-84		8,631		258		229		340		405		254		216		120		1,822		21.1%				80-84		138		83		100		62		45		58		35		521		28.6%		6.0%

				85-89		4,424		269		212		321		355		257		191		111		1,716		38.8%				85-89		118		55		74		58		31		35		28		399		23.3%		9.0%

				90-		1,624		126		114		171		229		176		122		93		1,031		63.5%				90-		39		27		34		16		11		13		10		150		14.5%		9.2%

				計 ケイ		56,554		1,028		961		1,270		1,647		1,105		858		562		7,431		13.1%						464		279		372		260		193		196		144		1908		25.7%		3.4%



		女 オンナ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		14,797		44		61		52		84		46		45		35		367		2.5%				65-69		21		21		16		21		11		7		11		108		29.4%		0.7%

				70-74		17,705		149		161		136		172		112		97		82		909		5.1%				70-74		55		49		46		32		23		32		24		261		28.7%		1.5%

				75-79		15,874		355		372		348		380		254		206		162		2,077		13.1%				75-79		147		101		123		52		36		27		22		508		24.5%		3.2%

				80-84		11,418		567		539		656		658		406		342		247		3,415		29.9%				80-84		209		107		160		65		32		27		24		624		18.3%		5.5%

				85-89		7,046		451		532		691		784		576		457		337		3,828		54.3%				85-89		135		72		98		52		19		28		21		425		11.1%		6.0%

				90-		4,323		199		323		435		708		638		673		444		3,420		79.1%				90-		39		33		38		15		14		12		14		165		4.8%		3.8%

				計 ケイ		71,163		1,765		1,988		2,318		2,786		2,032		1,820		1,307		14,016		19.7%						606		383		481		237		135		133		116		2091		14.9%		2.9%



		計 ケイ		年齢 ネンレイ		人口 ジンコウ		要支援１ ヨウシエン		要支援２ ヨウシエン		要介護１ ヨウ カイゴ		要介護２ ヨウ カイゴ		要介護３ ヨウ カイゴ		要介護４ ヨウ カイゴ		要介護５ ヨウ カイゴ		計 ケイ		認定率 ニンテイ リツ						要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		28,343		104		136		126		201		116		93		82		858		3.0%				65-69		48		47		47		49		30		23		23		267		31.1%		0.9%

				70-74		33,305		257		299		262		404		261		205		162		1,850		5.6%				70-74		107		77		97		71		66		60		54		532		28.8%		1.6%

				75-79		28,603		562		565		586		689		453		379		273		3,507		12.3%				75-79		237		161		205		109		80		73		51		916		26.1%		3.2%

				80-84		20,049		825		768		996		1,063		660		558		367		5,237		26.1%				80-84		347		190		260		127		77		85		59		1145		21.9%		5.7%

				85-89		11,470		720		744		1,012		1,139		833		648		448		5,544		48.3%				85-89		253		127		172		110		50		63		49		824		14.9%		7.2%

				90-		5,947		325		437		606		937		814		795		537		4,451		74.8%				90-		78		60		72		31		25		25		24		315		7.1%		5.3%

				計 ケイ		127,717		2,793		2,949		3,588		4,433		3,137		2,678		1,869		21,447		16.8%						1070		662		853		497		328		329		260		3999		18.6%		3.1%

				人口：年齢階層別人口統計表（公開情報） ジンコウ ネンレイ カイソウ ベツ ジンコウ トウケイヒョウ コウカイ ジョウホウ

				認定者：介護保険事業状況報告（公開情報） ニンテイシャ カイゴ ホケン ジギョウ ジョウキョウ ホウコク コウカイ ジョウホウ

				新規認定者：独自集計（未公開） シンキ ニンテイシャ ドクジ シュウケイ ミ コウカイ

				新規認定者数（令和元年度） シンキ ニンテイ シャ スウ レイワ ガンネンド

		男 オトコ		年齢 ネンレイ		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		27		26		31		28		19		16		12		159		32.4%		1.2%

				70-74		52		28		51		39		43		28		30		271		28.8%		1.7%

				75-79		90		60		82		57		44		46		29		408		28.5%		3.2%

				80-84		138		83		100		62		45		58		35		521		28.6%		6.0%

				85-89		118		55		74		58		31		35		28		399		23.3%		9.0%

				90-		39		27		34		16		11		13		10		150		14.5%		9.2%

						464		279		372		260		193		196		144		1908		25.7%		3.4%



		女 オンナ		年齢 ネンレイ		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		21		21		16		21		11		7		11		108		29.4%		0.7%

				70-74		55		49		46		32		23		32		24		261		28.7%		1.5%

				75-79		147		101		123		52		36		27		22		508		24.5%		3.2%

				80-84		209		107		160		65		32		27		24		624		18.3%		5.5%

				85-89		135		72		98		52		19		28		21		425		11.1%		6.0%

				90-		39		33		38		15		14		12		14		165		4.8%		3.8%

						606		383		481		237		135		133		116		2091		14.9%		2.9%

		計 ケイ		年齢 ネンレイ		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２		要介護３		要介護４		要介護５		計 ケイ		新規率 シンキ リツ		発現率 ハツゲン リツ

				65-69		48		47		47		49		30		23		23		267		31.1%		0.9%

				70-74		107		77		97		71		66		60		54		532		28.8%		1.6%

				75-79		237		161		205		109		80		73		51		916		26.1%		3.2%

				80-84		347		190		260		127		77		85		59		1145		21.9%		5.7%

				85-89		253		127		172		110		50		63		49		824		14.9%		7.2%

				90-		78		60		72		31		25		25		24		315		7.1%		5.3%

						1070		662		853		497		328		329		260		3999		18.6%		3.1%





基本属性

						男性 ダンセイ		（ｎ＝1,908）		女性 ジョセイ		（ｎ＝2,091）

		年齢 ネンレイ

				65-69		159		8.3%		108		5.2%

				70-74		271		14.2%		261		12.5%

				75-79		408		21.4%		508		24.3%

				80-84		521		27.3%		624		29.8%

				85-89		399		20.9%		425		20.3%

				90-		150		7.9%		165		7.9%

						1,908				2,091

		介護度 カイゴ ド

				要支援１ ヨウシエン		464				606

				要支援２ ヨウシエン		279				383

				要介護１ ヨウ カイゴ		372				481

				要介護２ ヨウ カイゴ		260				237

				要介護３ ヨウ カイゴ		193				135

				要介護４ ヨウ カイゴ		196				133

				要介護５ ヨウ カイゴ		144				116

				軽度（要支援、要介護1,2） ケイド ヨウシエン ヨウ カイゴ		1375				1707

				重度（要介護3～5） ジュウド ヨウ カイゴ		533				384





基本属性 (2)

		令和元年度新規認定者数 レイワガンネンド シンキ ニンテイシャ スウ

				年齢 ネンレイ		男性 ダンセイ				女性 ジョセイ

				65-69		159		8.3%		108		5.2%

				70-74		271		14.2%		261		12.5%

				75-79		408		21.4%		508		24.3%

				80-84		521		27.3%		624		29.8%

				85-89		399		20.9%		425		20.3%

				90-		150		7.9%		165		7.9%

						1,908				2,091





















				介護度 カイゴ ド		男性 ダンセイ				女性 ジョセイ

				要支援１ ヨウシエン		464		24.3%		606		29.0%

				要支援２ ヨウシエン		279		14.6%		383		18.3%

				要介護１ ヨウ カイゴ		372		19.5%		481		23.0%

				要介護２ ヨウ カイゴ		260		13.6%		237		11.3%

				要介護３ ヨウ カイゴ		193		10.1%		135		6.5%

				要介護４ ヨウ カイゴ		196		10.3%		133		6.4%

				要介護５ ヨウ カイゴ		144		7.5%		116		5.5%

						1,908				2,091



年齢別認定者数



男性	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	159	271	408	521	399	150	女性	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	108	261	508	624	425	165	年齢





（人）









介護度別認定者数



男性	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	464	279	372	260	193	196	144	女性	要支援１	要支援２	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	606	383	481	237	135	133	116	

（人）











年齢介護度

				男 オトコ														女 オンナ

				65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-				65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-

		要支援１		27		52		90		138		118		39				21		55		147		209		135		39

		要支援２		26		28		60		83		55		27				21		49		101		107		72		33

		要介護１		31		51		82		100		74		34				16		46		123		160		98		38

		要介護２		28		39		57		62		58		16				21		32		52		65		52		15

		要介護３		19		43		44		45		31		11				11		23		36		32		19		14

		要介護４		16		28		46		58		35		13				7		32		27		27		28		12

		要介護５		12		30		29		35		28		10				11		24		22		24		21		14





要支援１	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	27	52	90	138	118	39	21	55	147	209	135	39	要支援２	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	26	28	60	83	55	27	21	49	101	107	72	33	要介護１	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	31	51	82	100	74	34	16	46	123	160	98	38	要介護２	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	28	39	57	62	58	16	21	32	52	65	52	15	要介護３	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	19	43	44	45	31	11	11	23	36	32	19	14	要介護４	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	16	28	46	58	35	13	7	32	27	27	28	12	要介護５	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男	女	12	30	29	35	28	10	11	24	22	24	21	14	









男女疾病

				性別原因疾病 セイベツ ゲンイン シッペイ

						男性 ダンセイ				女性 ジョセイ												男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

				脳血管疾患		255		13.4%		175		8.4%								脳血管疾患		255		175

				心疾患		116		6.1%		98		4.7%								心疾患		116		98

				悪性新生物		413		21.6%		228		10.9%								悪性新生物		413		228

				呼吸器疾患		96		5.0%		40		1.9%								呼吸器疾患		96		40

				関節疾患		180		9.4%		374		17.9%								関節疾患		180		374

				認知症		228		11.9%		348		16.6%								認知症		228		348

				パーキンソン病		45		2.4%		33		1.6%								パーキンソン病		45		33

				糖尿病		56		2.9%		40		1.9%								糖尿病		56		40

				視覚・聴覚障害		10		0.5%		13		0.6%								視覚・聴覚障害		10		13

				骨折・転倒		129		6.8%		333		15.9%								骨折・転倒		129		333

				脊髄損傷		13		0.7%		5		0.2%								脊髄損傷		13		5

				高齢による衰弱		61		3.2%		65		3.1%								高齢による衰弱		61		65

				その他		306		16.0%		339		16.2%								その他		306		339

				総計 ソウケイ		1,908				2,091

				※令和元年度に新規で申請をして認定を受けた人数 レイワ ガンネン ド シンキ シンセイ ニンテイ ウ ニンズウ

				※国民生活基礎調査の介護票にある疾病分類に基づいて分類 コクミン セイカツ キソチョウサ カイゴ ヒョウ シッペイ ブンルイ モト ブンルイ



性別原因疾病



男性	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	255	116	413	96	180	228	45	56	10	129	13	61	306	女性	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	175	98	228	40	374	348	33	40	13	333	5	65	339	







（人）



介護度別疾病　元

								男														男 集計						女														女 集計		総計

		行ラベル		要支援１		要支援２		要介護１		要介護２				要介護３		要介護４		要介護５						要支援１		要支援２		要介護１		要介護２				要介護３		要介護４		要介護５

		①脳血管疾患（脳卒中）		58		24		40		20		142		35		44		34		113		255		37		15		26		13		91		17		32		35		84		175		430

		②心疾患（心臓病）		34		25		27		12		98		7		7		4		18		116		35		24		15		6		80		7		6		5		18		98		214

		③悪性新生物（がん）		58		35		50		84		227		83		65		38		186		413		34		23		24		49		130		42		31		25		98		228		641

		④呼吸器疾患		23		21		12		12		68		7		8		13		28		96		17		9		6		2		34		2		1		3		6		40		136

		⑤関節疾患		73		57		17		18		165		4		7		4		15		180		182		122		37		22		363		4		5		2		11		374		554

		⑥認知症		33		7		128		34		202		13		6		7		26		228		46		6		213		50		315		17		6		10		33		348		576

		⑦パーキンソン病		21		7		4		5		37		3		2		3		8		45		12		10		5		3		30		2				1		3		33		78

		⑧糖尿病		25		8		15		3		51		1		2		2		5		56		9		11		9		3		32		4		4				8		40		96

		⑨視覚・聴覚障害		3		5		1		1		10								0		10		5		3		3		1		12						1		1		13		23

		⑩骨折・転倒		24		28		14		23		89		14		19		7		40		129		82		92		53		41		268		28		27		10		65		333		462

		⑪脊髄損傷		1		3		1		1		6		2		3		2		7		13						1		3		4						1		1		5		18

		⑫高齢による衰弱		21		8		8		6		43		3		10		5		18		61		22		5		20		8		55		3		4		3		10		65		126

		⑬その他		90		51		55		41		237		21		23		25		69		306		125		63		69		36		293		9		17		20		46		339		645

		(空白)

		総計		464		279		372		260				193		196		144				1908		606		383		481		237				135		133		116				2091		3999





介護度別疾病

		介護度（軽度・重度）別原因疾病 カイゴ ド ケイド ジュウド ベツ ゲンインシッペイ

				軽度（男） ケイド オトコ		重度（男） ジュウド オトコ		軽度（女） ケイド オンナ		重度（女） ジュウド オンナ

		脳血管疾患		142		113		91		84

		心疾患		98		18		80		18

		悪性新生物		227		186		130		98

		呼吸器疾患		68		28		34		6

		関節疾患		165		15		363		11

		認知症		202		26		315		33

		パーキンソン病		37		8		30		3

		糖尿病		51		5		32		8

		視覚・聴覚障害		10		0		12		1

		骨折・転倒		89		40		268		65

		脊髄損傷		6		7		4		1

		高齢による衰弱		43		18		55		10

		その他		237		69		293		46

		総計		1375		533		1707		384

		※軽度（要支援1,2　要介護1,2）　　※重度（要介護3～5） ケイド ヨウシエン ヨウ カイゴ





介護度（軽度・重度）別原因疾病（人数）



軽度（男）	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	142	98	227	68	165	202	37	51	10	89	6	43	237	重度（男）	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	113	18	186	28	15	26	8	5	0	40	7	18	69	軽度（女）	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	91	80	130	34	363	315	30	32	12	268	4	55	293	重度（女）	脳血管疾患	心疾患	悪性新生物	呼吸器疾患	関節疾患	認知症	パーキンソン病	糖尿病	視覚・聴覚障害	骨折・転倒	脊髄損傷	高齢による衰弱	その他	84	18	98	6	11	33	3	8	1	65	1	10	46	







介護度（軽度・重度）別原因疾病（割合）



脳血管疾患	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	142	113	91	84	心疾患	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	98	18	80	18	悪性新生物	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	227	186	130	98	呼吸器疾患	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	68	28	34	6	関節疾患	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	165	15	363	11	認知症	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	202	26	315	33	パーキンソン病	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	37	8	30	3	糖尿病	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	51	5	32	8	視覚・聴覚障害	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	10	0	12	1	骨折・転倒	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	89	40	268	65	脊髄損傷	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	6	7	4	1	高齢による衰弱	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	43	18	55	10	その他	軽度（男）	重度（男）	軽度（女）	重度（女）	237	69	293	46	









年齢疾病 元

		データの個数 / 被保険者番号		列ラベル

				女																																																																						女 集計		男																																																																								男 集計		(空白)		(空白) 集計		総計

		行ラベル		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99				65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		100		101				(空白)

		①脳血管疾患（脳卒中）				2		2		3		4		5				12		4		7		8		8		8		10		16		8		6		11		14		10		6		5		4		4		5		1		5				2				1		3				1				175		4		3		8		8		11		5		12		11		11		12		4		11		12		12		13		13		8		16		10		13		9		19		7		8		4		5		5						1														255						430

		②心疾患（心臓病）		1		1				2				1		1		1		1		1		1		2		2		3		4		7		4		7		5		5		6		4		11		3		6		5		1		3		5		1		2		1		1						98		1		1		2		2		2		1		6		2		1		4		4		4		4		2		4		6		6		9		6		5		6		8		6		3		6		5		2		2		3		1				1		1								116						214

		③悪性新生物（がん）		3		5		6		4		6		14		11		13		12		8		11		19		8		14		11		7		13		11		5		11		6		8		4		5		3		1		4				2		3												228		7		5		14		12		9		12		15		17		21		10		11		19		26		19		16		19		27		23		25		22		11		19		15		16		10		2		1		6		2		2														413						641

		④呼吸器疾患										1						2						2		3		2				4		3		3		1		2		7		4		1		1		1		1		1				1																40		2		1		1				1		4		3		2		7				1				2		4		8		6		6		4		3		6		4		8		5		2		4		2		5		1						1		3										96						136

		⑤関節疾患		1		2		1		5		2		3		7		7		8		13		10		22		17		24		15		31		20		28		25		30		22		20		11		16		6		6		9		5		4		3				1								374		1				2		2		3				7		2		3		3		5		8		5		6		10		9		10		11		13		11		7		14		10		6		9		12		7		3		1																180						554

		⑥認知症		2		1		1		2		4		4		2		6		6		7		11		21		12		27		22		20		17		23		30		29		12		22		11		13		15		7		6		6		3		2		1		1		1				1		348				1		1		5		6		2		6		8		4		4		8		11		14		5		14		16		14		13		15		11		12		14		9		13		8		7		2						4										1				228						576

		⑦パーキンソン病		2										1		1		2				4						5		1		2		4		1		3		1		1		3				1		1																								33				1		1		1				2		4		1		1		4		4		3				5		3		5		1		2		1		2		2				1				1																								45						78

		⑧糖尿病						1						1				1		1		1		4		1		1		2		4		2		4		2		3		1		3		3		1		1		1				1				1														40				3						1				2		1		2				2		7		1		5		2		1		3		3		3		2		3		5		3		3				1		1				1														1		56						96

		⑨視覚・聴覚障害				1																1						2						1		1		1				1						1		1		2				1																		13		2										1																		1						1								1		2				1										1														10						23

		⑩骨折・転倒		2		4				6		6		7		12		6		9		12		7		14		13		23		21		19		16		20		22		12		23		18		20		11		11		4		5		2		5		2				1								333						1		2		1		3		3		1		2		1		2		9		7		8		8		8		7		6		10		8		7		4		5		8		4		5		2		3		1		2								1						129						462

		⑪脊髄損傷		1																				1		2														1																																		5		2								1		1												1				1		1				2				1				1		1		1																												13						18

		⑫高齢による衰弱		1		1		1																		4		1				8		3		4		5		3		5		5		3		4		4		1		2		4		3		2				1										65				1		1								2				1				1		3		2		5		4		1		6		5				5		2		2		3		2		5		1		2		1				3				2		1								61						126

		⑬その他		6		4		3		3		5		4		12		10		5		15		9		21		16		12		17		11		20		16		26		22		19		13		9		18		12		6		9		5				4		2		2		3						339		6		6		2		8		4		11		6		9		8		10		8		14		5		18		16		12		15		19		10		26		18		8		14		15		5		11		5		7		5		1		1		2		1								306						645

		(空白)

		総計		19		21		15		25		28		40		46		60		46		69		64		117		87		116		124		116		109		128		137		134		109		97		78		78		63		33		45		25		24		15		7		9		5		1		1		2091		25		22		33		40		39		42		66		54		61		48		50		90		78		90		100		96		105		112		97		111		82		103		81		76		57		51		32		23		13		15		2		8		3		1		1		1		1908						3999





年齢疾病

				65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-		総計

		①脳血管疾患（脳卒中）		45		79		102		109		71		24		430

		②心疾患（心臓病）		12		19		30		60		59		34		214

		③悪性新生物（がん）		71		133		154		163		97		23		641

		④呼吸器疾患		6		18		26		41		31		14		136

		⑤関節疾患		19		53		122		188		121		51		554

		⑥認知症		23		49		145		188		129		42		576

		⑦パーキンソン病		5		20		23		21		9		0		78

		⑧糖尿病		5		9		29		24		23		6		96

		⑨視覚・聴覚障害		3		2		3		5		8		2		23

		⑩骨折・転倒		22		56		112		128		111		33		462

		⑪脊髄損傷		4		1		6		4		3		0		18

		⑫高齢による衰弱		5		3		28		37		31		22		126

		⑬その他		47		90		136		177		131		64		645









①脳血管疾患（脳卒中）	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	45	79	102	109	71	24	②心疾患（心臓病）	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	12	19	30	60	59	34	③悪性新生物（がん）	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	71	133	154	163	97	23	④呼吸器疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	6	18	26	41	31	14	⑤関節疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	19	53	122	188	121	51	⑥認知症	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	23	49	145	188	129	42	⑦パーキンソン病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	5	20	23	21	9	0	⑧糖尿病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	5	9	29	24	23	6	⑨視覚・聴覚障害	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	3	2	3	5	8	2	⑩骨折・転倒	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	22	56	112	128	111	33	⑪脊髄損傷	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	4	1	6	4	3	0	⑫高齢による衰弱	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	5	3	28	37	31	22	⑬その他	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	47	90	136	177	131	64	









年齢疾病（男女）

		2019/4-2020/3

		区分 クブン		計 ケイ														男性 ダンセイ														女性 ジョセイ

				65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-		計 ケイ		65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-		計 ケイ		65-69		70-74		75-79		80-84		85-89		90-		計 ケイ

		脳血管疾患		45		79		102		109		71		24		430		34		51		52		60		47		11		255		11		28		50		49		24		13		175

		心疾患		12		19		30		60		59		34		214		8		14		18		32		29		15		116		4		5		12		28		30		19		98

		悪性新生物		71		133		154		163		97		23		641		47		75		91		116		71		13		413		24		58		63		47		26		10		228

		呼吸器疾患		6		18		26		41		31		14		136		5		16		15		25		23		12		96		1		2		11		16		8		2		40

		関節疾患		19		53		122		188		121		51		554		8		15		34		54		46		23		180		11		38		88		134		75		28		374

		認知症		23		49		145		188		129		42		576		13		24		52		69		56		14		228		10		25		93		119		73		28		348

		パーキンソン病		5		20		23		21		9		0		78		3		12		15		11		4		0		45		2		8		8		10		5		0		33

		糖尿病		5		9		29		24		23		6		96		4		5		17		12		14		4		56		1		4		12		12		9		2		40

		視覚・聴覚障害		3		2		3		5		8		2		23		2		1		1		1		4		1		10		1		1		2		4		4		1		13

		骨折・転倒		22		56		112		128		111		33		462		4		10		34		39		28		14		129		18		46		78		89		83		19		333

		脊髄損傷		4		1		6		4		3		0		18		3		1		3		3		3		0		13		1		0		3		1		0		0		5

		高齢による衰弱		5		3		28		37		31		22		126		2		3		15		17		14		10		61		3		0		13		20		17		12		65

		その他		47		90		136		177		131		64		645		26		44		61		82		60		33		306		21		46		75		95		71		31		339

		総計 ソウケイ		267		532		916		1,145		824		315		3,999		159		271		408		521		399		150		1,908		108		261		508		624		425		165		2,091





年齢・男女別原因疾病（割合）



脳血管疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	34	51	52	60	47	11	255	11	28	50	49	24	13	心疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	8	14	18	32	29	15	116	4	5	12	28	30	19	悪性新生物	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	47	75	91	116	71	13	413	24	58	63	47	26	10	呼吸器疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	5	16	15	25	23	12	96	1	2	11	16	8	2	関節疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	8	15	34	54	46	23	180	11	38	88	134	75	28	認知症	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	13	24	52	69	56	14	228	10	25	93	119	73	28	パーキンソン病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	3	12	15	11	4	0	45	2	8	8	10	5	0	糖尿病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	4	5	17	12	14	4	56	1	4	12	12	9	2	視覚・聴覚障害	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	2	1	1	1	4	1	10	1	1	2	4	4	1	骨折・転倒	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	4	10	34	39	28	14	129	18	46	78	89	83	19	脊髄損傷	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	3	1	3	3	3	0	13	1	0	3	1	0	0	高齢による衰弱	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	2	3	15	17	14	10	61	3	0	13	20	17	12	その他	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	26	44	61	82	60	33	306	21	46	75	95	71	31	







年齢・男女別原因疾病（人数）



脳血管疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	34	51	52	60	47	11	255	11	28	50	49	24	13	心疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	8	14	18	32	29	15	116	4	5	12	28	30	19	悪性新生物	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	47	75	91	116	71	13	413	24	58	63	47	26	10	呼吸器疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	5	16	15	25	23	12	96	1	2	11	16	8	2	関節疾患	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	8	15	34	54	46	23	180	11	38	88	134	75	28	認知症	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	13	24	52	69	56	14	228	10	25	93	119	73	28	パーキンソン病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	3	12	15	11	4	0	45	2	8	8	10	5	0	糖尿病	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	4	5	17	12	14	4	56	1	4	12	12	9	2	視覚・聴覚障害	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	2	1	1	1	4	1	10	1	1	2	4	4	1	骨折・転倒	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	4	10	34	39	28	14	129	18	46	78	89	83	19	脊髄損傷	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	3	1	3	3	3	0	13	1	0	3	1	0	0	高齢による衰弱	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	2	3	15	17	14	10	61	3	0	13	20	17	12	その他	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	計	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	男性	女性	26	44	61	82	60	33	306	21	46	75	95	71	31	











人口・認定等の状況から

11

認定率の増加

◇要介護認定者の増加

◇９０歳以上者の増加

高齢化の進展

◇高齢者数の増加（特に後期高齢者）

◇２号被保険者の減少

◇外国人の増加

需要の増加

（支えられる側）

供給の減少

（支える側）
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次期計画
骨子（案）
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基本的な方向性

需給バランスの確保

需要を逓減する 供給の適正化する

今後の見込み

需要の増加 供給の減少

◇有する能力の維持・改善・向上
◇自立期間の延伸

◇多様な人材の確保
◇多様な主体の参画

１）地域支援事業
①柔軟な運用（総合事業・一般介護予防事業）
②質の改善

２）保険料の適正化
３）ＳＤＧ’ｓへの対応

①既存事業の見直し

②新規事業の実施
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国の方向性

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（厚労省）

3/10

国の政策

全世代型社会保障検討会議（6/25）
２．介護 (1)介護サービスにおけるテクノロジーの活用

(2)文書の簡素化・標準化・ＩＣＴ等の活用
(3)介護サービスの効果を正確に測定するためのビッグデータの整備
(4)介護事業者の創意工夫を引き出す弾力的な取組の推進

６．新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた社会保障の新たな課題
(1)感染拡大防止に配慮した医療・介護・福祉サービスの提供等
(3)生活不安・ストレスを背景とする諸問題への対応
(4)エビデンスに基づく予防・健康づくりの促進

経済財政運営と基本方針2020（7/17）
４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現
(1)「新たな日常」に向けた社会保障の構築
②「新たな日常」に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進

(3)社会的連帯や支え合いの情勢

規制改革実施計画（7/17）
４．医療・介護分野
(2)医療・介護関係職のタスクシフト (3)介護サービスの生産性向上
６．デジタルガバメント分野
(2)行政手続コスト20％削減等

成長戦略実施計画・フォローアップ（7/17）
１．新しい働き方の定着
ⅷ)70歳までの就業機会確保
５．モビリティ
ⅰ)高齢運転者による交通事故対策に向けたSociety5.0時代の技術革新の活用
ⅳ)日本版MaaSの推進
６．個別分野の取組
ⅵ)疾病・介護の予防 ⅶ)次世代ヘルスケア

持続可能な開発目標ＳＤＧｓ実施指針（2019/12/20）“2030アジェンダ”８つの優先課題
（People 人間） 1 あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現

2 健康・長寿の達成
（Prosperity 繁栄） 3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション

4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備
（Planet 地球） 5 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会

6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全
（Peace 平和） 7 平和と安全・安心社会の実現
（Partnership パートナーシップ） 8 SDGs 実施推進の体制と手段

まち・ひと・しごと創生基本指針2020（7/17）
第２章 政策の方向
２．新たな日常に対応した地域経済の構築と東京圏への一極集中の是正
(1)感染症の克服と危機に強い地域経済の構築
第３章 各分野の政策の推進
４．ひとが集い、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる
５．多様な人材の活躍を推進する
６．新しい時代の流れを力にする

7/31
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市の方向性 次期「いきいき安心プランⅦまつど」の骨子（案）

誰もが生涯活躍できる需給動向に対応できる安定・継続的な柔軟な仕組みの構築！！

2040年
長期的
視点

2025年
中期的
視点

2023年
短期的
視点

給
付
と
負
担
の
見
直
し
等
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保

持
続
可
能
な
開
発
目
標
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
実
現
に
向
け
た
社
会
の
推
進

保
険
者
機
能
の
強
化

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
向
け
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
利
活
用
の
推
進

①多様な就労・社
会参加

②健康寿命の延伸 ③サービス改革

感染症対策等危機管理の実現・新しい生活様式の推進

活力ある地域社会・地域共生社会の実現

地域包括ケアシス
テムの構築

◇尊厳を保持し、有
する能力に応じた
自立した生活がで
きるサービスの基
盤整備を目指す（総
合事業・看取り・認
知症等）

◇ケアマネジメント
（地域包括支援セン
ター等）の見直し

◇地域共生社会の
基盤整備

介護予防・地域づく
りの推進

◇生涯活躍できる
環境整備

◇社会参加の促進
（就労的活動支援
等）

◇早期からの健康
づくり

介護現場の革新

◇外国人を含め多
様な人材確保（定
着に向けた諸制度
の拡充）

◇業務の見直し、
生産性の向上

◇ボランティア等の
協力

社会・経済状況を踏まえ、保険料を最大限抑制する

需要

ピークを
過ぎ減少

まだまだ
増加傾
向

供給

ピークを
過ぎ減少

新たな主
体の確
保

安定した
主体の
確立

＜新たな取組の検討＞
◇高齢者の単独・夫婦世帯等を支える人的整備
◇重層的支援体制整備事業
◇通いの場の参加する高齢者の割合を2025年までに8％を目指す
◇就労的活動の促進（就労的活動支援コーディネーター）
◇居宅要介護者の総合事業への拡大
◇人材確保の一助としてボランティアポイントの活用
◇都道府県が行う事業者の指定への関与
◇地域の支えあい・助け合いのための事務手続き等の支援
◇地域包括支援センターの拡充（機能強化型等）

既存事業との統廃合
を含め、合理的で簡
素な仕組みを実施

◇保険事業と介護予防の一体化
◇認知症施策推進大網を踏まえた施策の推進

◇新型インフルエンザ等対策行動計画・地域防災
計画との調和

など
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