
θ慕㊎ǖχ

ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
14,576 1「,「「8 10,」「「 8,884 7,717 6,947 6,416
69,「19 59,554 5「,168 46,509 41,950 」7,7「」 」「,9」4
40,486 4」,」16 4」,89」 4「,「54 」9,5「4 」6,」79 」」,765

1「4,「81 115,098 106,」8」 97,647 89,191 81,049 7」,115
「「,9」7 「」,」96 「」,」17 「5,575 「5,964 「4,575 「「,144

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉漉漉漉漉 

蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

「64.5 1,879.4
86.」 」「6.」 408.5 「8「.」 1,861.7 861.5

ｐ ｐ
「58.0 1,84」.4

89.8 」」8.8 404.5 「75.4 1,8「6.0 817.1
ｐ ｐ
響 6.5 響 」6.0

」.5 1「.6 響 4.0 響 6.9 響 」5.6 響 44.4
ｐ ｐ

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

「87.5 1,「74.8
115.1 418.」 45」.9 」06.9 1,「94.「

ｐ ｐ
「80.5 1,「84.0

119.7 4」4.4 449.4 「99.4 1,」0」.0
ｐ ｐ

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
「0 1,「19 198 591 「,0「8
「0 1,115 」0「 591 「,0「8

蝙χ緖嘖七θ「014.7.1迯珵Ź8「熕腰Ľ烝癆Ź8「熕χ燦瞩采甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ
レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

囓娵朝旅

晝藁歹囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢

淋漉ヴ

笊k撤脉坿持実旨

医理i)75遁通琢

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 圻晁諭₂っ

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

「014.7.1迯珵
Ľ烝癆

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 「6,6」4朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫Ö嬰煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò



ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
18,480 15,846 1」,51」 11,66」 10,「0」 9,「」」 8,514
85,「」0 74,」61 65,8」4 58,919 5」,「08 48,01「 4「,」8「
5「,8「」 54,689 54,606 5「,50「 49,「61 45,6「「 4「,599

156,5」4 144,896 1」」,95」 1「」,084 11「,67「 10「,867 9」,495
」0,6」5 」1,15「 」0,551 」「,095 」「,149 」0,695 「8,「51

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉漉漉漉漉 

蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

」4「.」 「,747.1
95.1 」79.1 6「4.0 」8「.4 「,707.1 1,4」」.1

409.1 「,680.4
「64.9 「,6「5.」

44.0 「64.5 491.6 」00.5 「,589.6 1,」9」.7
」「」.8 「,566.」

響 77.5 響 1「1.8
響 51.1 響 114.6 響 1」「.」 響 81.9 響 117.5 響 」9.4

響 85.」 響 114.0

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

」7「.1 1,678.「
1「6.8 486.0 69」.」 415.7 1,7「1.8

444.7 1,750.8
「87.9 1,「」1.9

58.6 」」9.1 546.「 」「6.7 1,「70.7
」5「.0 1,「96.0

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
0 9「7 「0」 60「 1,7」「
0 959 「「6 6」4 1,819

蝙χ緖嘖七θ「014.7.1迯珵Ź97熕腰Ľ烝癆Ź10熕χ燦瞩采甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ
レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

囓娵朝旅

秒瀲⒈質彳㌃囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢

淋漉ヴ

笊k撤脉坿持実旨

医理i)75遁通琢

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 圻晁諭₂っ

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

「014.7.1迯珵
Ľ烝癆

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 」」,450朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫嬰旡煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò

 



ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
87,067 81,80」 74,9」8 67,987 61,79「 57,759 54,491

414,586 」87,581 」67,468 」51,「79 」」4,860 」14,865 「87,5」1
150,8」「 174,065 186,595 191,」74 19「,900 19」,444 198,150
65「,485 64」,449 6「9,001 610,640 589,55「 566,068 540,17「
76,4「9 86,097 96,10」 11「,1「6 119,40」 1「0,「」5 118,606

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉 漉漉漉漉

蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

1,516.5 1「,165.8
461.7 1,55」.7 1,85「.0 1,696.」 11,986.0 7,「54.0

ｐ ｐ
1,708.6 1「,488.0

584.9 1,815.5 「,15」.5 1,895.5 1「,」01.1 7,419.4
ｐ ｐ
19「.「 」「「.」

1「」.「 「61.8 」01.5 199.「 」15.「 165.」
ｐ ｐ

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

1,648.4 6,」1」.6
615.6 1,991.9 「,057.8 1,84」.8 6,509.1

ｐ ｐ
1,857.「 7,」57.4

779.9 「,」「7.6 「,」9「.8 「,060.」 7,560.6
ｐ ｐ

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
「,1」6 「,859 895 」,0」4 8,9「4
「,16」 「,596 1,」64 「,801 8,9「4

蝙χ緖嘖七θ「014.7.1迯珵Ź1」6熕腰Ľ烝癆Ź1」6熕χ燦瞩采甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ
レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

囓娵朝旅

隰樅囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢

淋漉ヴ

笊k撤脉坿持実旨

医理i)75遁通琢

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 圻晁諭₂っ

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

「014.7.1迯珵
Ľ烝癆

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 41,845朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫Ö嬰煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò



ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
「1,446 19,04「 16,799 14,668 1「,856 11,6「9 10,790

101,996 90,」66 8「,8」4 77,570 7「,554 66,751 59,16」
50,7」8 55,94「 56,848 54,689 51,670 48,789 47,5「0

174,180 165,」50 156,481 146,9「7 1」7,080 1「7,169 117,47」
「6,「「「 「7,88「 」0,「7」 」4,197 」4,「09 」1,798 「9,058

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉  漉漉漉 

蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

「68.1 「,」9」.「
118.8 5」「.「 6」6.7 」」9.9 「,」「1.4 68」.5

」98.「 「,「6」.1
「07.4 「,「68.4

89.」 456.1 547.1 「75.6 「,「00.「 616.8
」」0.0 「,145.8

響 60.7 響 1「4.8
響 「9.5 響 76.1 響 89.6 響 64.」 響 1「1.「 響 66.7

響 68.「 響 117.」

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

「91.5 1,8」9.7
158.4 68「.」 707.5 」69.5 1,917.7

4」「.8 1,981.1
「「5.5 1,5」7.」

119.1 584.8 607.9 「99.6 1,611.4
」58.7 1,670.5

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
17 1,4」「 「55 674 「,」78
17 1,4」「 「」6 69」 「,」78

蝙χ緖嘖七作裁甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ
レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

囓娵朝旅

超汲囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢

淋漉ヴ

笊k撤脉坿持実旨

医理i)75遁通琢

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 圻晁諭₂っ

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

Ľ烝癆
「014.7.1迯珵

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 「7,「5」朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫嬰旡煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò



ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
」1,85」 「9,809 「7,48「 「4,864 「「,6」5 「1,「00 「0,「85

1」8,915 1「7,990 1「0,6「5 115,70」 110,」97 104,575 95,65」
6」,059 69,984 7「,「「5 71,154 69,575 67,447 67,7」8

「」」,8「6 「「7,78」 「「0,」」「 「11,7「1 「0「,607 19」,「「「 18」,676
」」,547 」6,046 」8,54」 4」,5「」 44,5」「 4「,978 41,187

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉   漉漉漉

蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

494.5 」,5「8.6
178.0 64「.9 610.1 570.6 」,45「.5 1,651.6

598.」 」,4「4.8
455.9 」,4」9.5

147.「 586.「 540.9 5」「.「 」,」6」.「 1,571.5
561.7 」,」」」.7

響 」8.5 響 89.1
響 」0.7 響 56.7 響 69.」 響 」8.」 響 89.」 響 80.1

響 」6.6 響 91.1

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

5」7.5 「,「76.8
「」7.」 8「4.「 677.9 6「0.「 「,」59.5

650.」 「,」89.7
495.6 「,044.4

196.」 751.5 600.9 578.5 「,1「7.」
610.6 「,159.4

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
10 1,8「1 146 947 「,9「4
10 1,88」 「96 90「 」,091

蝙χ緖嘖七θ「014.7.1迯珵Ź「0「熕腰Ľ烝癆Ź」5熕χ燦瞩采甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ
レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

囓娵朝旅

赱楝⒈質ガ阯囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢

淋漉ヴ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

医理i)75遁通琢

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 圻晁諭₂っ

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

「014.7.1迯珵
Ľ烝癆

笊k撤脉坿持実旨

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 「「,105朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫嬰旡煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò



ǖḿ蘿ヴ朝旅θ「010烝曚ふ腰「015烝が「040烝昨蘿ヴχ
←ǖ θ邑哲Ź朝χ

「010烝 「015烝 「0「0烝 「0「5烝 「0」0烝 「0」5烝 「040烝
11,8「6 10,777 9,804 8,768 7,88」 7,」「6 6,898
54,76」 49,8」8 45,889 4」,055 40,」80 」7,484 」」,719
「」,597 「6,「71 「7,656 「7,609 「7,0」8 「6,「78 「6,070
90,187 86,886 8」,」49 79,4」「 75,」01 71,088 66,687
1「,5「「 1」,470 14,「07 16,166 17,015 16,685 15,9「0

箆斌Ź嚔コ1/6抵鴇藴朝旅儁巠€お脉 漉漉漉漉

漉漉漉蹙鑚昨坿娵慕梍陋蘿ヴ朝旅医－「5.」蘿ヴ)

  ├篶癒娵斎碕昨ř「01」烝燵磽烝䕺艹㊏慕評㾱溜₂ò
× 「0「5烝磽烝䕺艹㊏慕蘿ヴ朝旅ţ昨f藁

←ǘ θ邑哲Ź朝/蹙χ

圻晁諭₂っ昨
妻阪け儁せ₂
便

1」「.」 1,001.7
74.1 「77.6 「8」.0 171.6 96「.」 「「「.5

「01.「 9」「.8
10「.0 9「6.4

」8.5 196.7 「「7.7 1」8.」 890.1 195.5
165.」 86」.1

響 」0.「 響 75.」
響 」5.6 響 81.0 響 55.」 響 」」.4 響 7「.「 響 「7.1

響 」5.9 響 69.7

蝙1χ綫磽鑢里索圻晁諭₂っ昨ǚ漣朔腰逗昨癒便燦←際甑
漉漉琢漣Ź歯祉実執źи評㾱溜₂ò燦廟嚔鏘椌弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉嘆漣Ź歯祉実執żи評㾱溜₂ò燦廟嚔嘆徑弐鴫持識削擦埼徹託細在傘寢淋
漉漉託漣ŹY刀漉漉漉и歯祉実執ż昨¥④署耨烝逗燦「0」0烝削獪摩裁冴寢淋昨「0「5烝迯珵昨弐
蝙「χ綫磽鑢削肴哉崎朔腰歯祉実執ź質歯祉実執ż質Y刀昨哉剤参栽燦敏艙甑

ǚḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕盻ギ┖熕豬 θ「0「5烝昨諭₂麥ギ 平 ┖熕Ⅷ畑òχ
←ǚ θ邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢
医75%) 医78%) 医90%) 医9「%)

14」.8 91「.9
98.8 」55.9 」14.4 186.6 955.7

「18.7 987.8
110.9 667.4

51.」 「5「.1 「5」.0 150.」 706.7
179.6 7」6.1

ǜḿ┖熕㎏1寤櫓奉燵削採砕傘寤櫓14霙漉窺さ療┖熕丑
←ǜ 医邑哲Ź熕χ

珽燵磧磽鑢 磧磽鑢 嘖皖鑢 綫磽鑢 淋ヴ
10 586 86 5「6 1,「08
10 551 1「1 5「6 1,「08

蝙χ緖嘖七θ「014.7.1迯珵Ź」6熕腰Ľ烝癆Ź」6熕χ燦瞩采甑
漉漉81藜砕使便歳腰坤盻ギ┖熕削署裁崎哉作哉墾ľ坤濁æ裁崎哉傘墾㎏1燦←1/5甑

Ąḿ盻ギ┖熕豬碕┖熕㎏1寤櫓奉燵昨柺Ï削皿傘跖九昨鶺ヹθ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯昨㌱ぁχ

レḿ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削逃傘流04札
ロḿ圻晁諭₂昨髭曚削逃傘流04札
ヮḿ諭₂癩宙k昨:鴇質揜耨削逃傘流04札

医理i)75遁通琢

磧磽鑢

晝袞囓娵

0が14遁
15が64遁
65遁通琢
囓娵朝旅

珽燵磧磽鑢

ǘḿ「0「5烝昨諭₂㎏1慕諭₂麥ギ

「0「5烝昨¥莉際諭₂盗
29褻医ツ豺癆)

嘖皖鑢 圻晁諭₂っ綫磽鑢

Ľ烝癆

諭₂麥ギ医笊k撤脉坿
持実旨)漉会

蘿ヴ盗29褻医諭₂㎏輸
脉圻坿持実旨)漉解

諭₂盗29昨煮濁æ
解Ḿ会

淋漉ヴ

諭₂㎏輸脉圻坿持実旨

笊k撤脉坿持実旨

「014.7.1迯珵

「0「5烝昨¥莉際諭₂蛬
盗典奉医ツ豺癆)

囓娵朝旅 10,754朝㏌

淀朋Ź忠逗諭₂囓斎碕削歯祉実執ź栽晒歯祉実執ż昨38噬不埼┖熕豬燦こ暼

Y刀Ź坤綫磽鑢┖熕昨㏌棍ò歳廟嚔嘆徑弐皿三彳墾栽肴坤珽䕺k邑̂達澳某淋歳廟嚔烋堊皿三

雑彳墾削ゅ疆際傘寢淋削腰鎮ぁ療1 悅司鎌貫蒴焄舁豫嬰旡煜

叛

纜

会碕解削嫻咲哉崎㍿箆評燦ツ豺иユ賽ǘツ豺跏酖θ騁χ

㍿箆評ツ豺癆昨諭₂麥ギ平┖熕Ⅷ畑ò



 

 

 

 

 

懇治使執詞昏 

禽珽燵磧磽鑢朔腰諭₂㎏輸脉圻坿昨諭₂麥ギ燦蘋ぁ際傘甑 

 禽磧磽鑢質嘖皖鑢質綫磽鑢朔腰笊k撤脉坿昨諭₂麥ギ燦蘋ぁ際傘甑 

 禽綫磽鑢朔腰歯祉実執ż里索Y刀燦蘋ぁ際傘甑 

 

懇ツ豺跏酖昏 

 禽坿娵諭₂├篶九暼姉使詩鹿使執削採哉崎腰珽燵磧磽鑢昨┖熕朔腰盻剤裁雑疆ゅ├篶癒娵埼晢

14際傘祭碕燦ー薩傘雑昨埼朔作哉歳腰磧磽鑢腰嘖皖鑢里索綫磽鑢昨┖熕削肴哉崎朔腰埼済傘

坂砕├篶癒娵不埼檮睛際傘祭碕歳鑒擦裁哉碕細参崎哉傘祭碕栽晒腰盻ギ┖熕豬昨蘿ヴ削採哉

崎朔腰珽燵磧磽鑢朔諭₂㎏輸脉圻坿昨諭₂麥ギ燦腰磧磽鑢腰嘖皖鑢里索綫磽鑢朔笊k撤脉坿

昨諭₂麥ギ燦嫻鑚碕裁崎暼薩傘祭碕碕際傘甑 

 禽綫磽鑢昨┖熕朔腰磧奣作廸尤燦步砕傘冴薩歯祉実執ż燦嫻鑚碕裁崎暼薩腰Y刀歳鎮ぁ療1作

癒娵削採哉崎朔腰Y刀削皿三二箆細参冴盻ギ┖熕豬燦鎮ぁ際傘祭碕碕際傘甑 

 禽G癒娵削直癒娵昨笊k歳評㾱θ㍿評χ裁崎哉傘w靭削再傘癒娵埼朔腰Qwθ諭₂㎏輸脉圻坿

χ埼ヴ二裁冴諭₂麥ギ歳彌采作傘歳腰祭昨w靭燦76莵裁冴哉碕i彩傘癒娵朔腰笊k昨撤脉坿

昨癒娵削檮裁崎腰諭₂檮九ゼ燦〛載崎誘た燦莵阪栽砕傘祭碕甑θ瀧跏腰盻ギ削睛載崎腰㍿箆匹

昨癒娵栽晒㍿評菱昨癒娵削誘た燦莵阪栽砕崎雑皿哉甑χ 

 禽諭₂檮九ゼ朔腰b腆癒娵削檮裁崎誘た燦淘嵃裁腰誘た削盻ギ作寢燦こ暼際傘甑 

 禽G癒娵昨笊k歳直癒娵削評㾱裁崎哉傘癒娵朔腰罪昨直癒娵栽晒腰罪昨w靭燦76莵裁冴哉θ擦

冴朔腰瀧使朔瑰済溜砕傘χ踪昨誘た燦莵阪藜砕晒参冴薇削朔腰G癒娵昨諭₂蛬盗典奉昨跏塁

磽燦C擦彩崎腰誘た削睛載傘祭碕甑 

 禽誘た削採哉崎朔腰辿癒娵朔腰笊k昨溜₂湊塁っ昨視実祉鯖辿癒娵昨騁燦曚⊕裁冴寢淋昨笊k

質撤褊匙昨諭₂支実似旨匙昨痣壚作鷺削肴哉崎鶺ヹ裁冴14霙燦採注哉削1/5裁腰哉剤参昨騁歳

皿三曚亦磽歳珽哉栽燦墓贖裁腰ツ豺燦⊕妻祭碕碕際傘甑 

 禽ツ豺埼朔腰辿癒娵戻昨梍陋削採砕傘諭₂蛬盗典奉削コ淋榊冴諭₂麥ギ碕作傘皿妻腰蘿ヴ細参

冴諭₂麥ギ栽晒梍陋コŮ擦参傘㍿箆評褻燦滔裁瑰済裁腰辿癒娵昨淋粤昨雑碕諭₂麥ギ燦ゃ暼

際傘雑昨碕際傘甑 

 禽作採腰盻ギ┖熕豬昨蘿ヴθ諭₂麥ギ昨ゃ暼χ朔腰├篶曚Q昨冴薩削流三04殺跖九昨亦霙燦C

擦彩崎鶺ヹ際傘祭碕甑 

 禽誘た昨14霙腰辿癒娵昨淋粤削署裁作哉寢淋朔腰粽掀坿娵諭₂似施辞執蘿禍聿る抵た削採哉崎

辿癒娵昨粤コ燦C擦彩肴肴ゃ暼際傘甑 

 禽諭₂麥ギ里索盻ギ┖熕豬昨二箆削再冴榊崎朔腰椌豬珵通託0ǖ哲燦嗔蔘虫評際傘甑 
 

 

坿娵諭₂├篶削採砕傘笊k㍿箆評燦C擦彩冴盻ギ┖熕豬蘿ヴ 

昨├篶癒娵戻ツ豺跏酖 

坿娵諭₂├篶九暼姉使詩鹿使執艀そθP.11χ 

ǚḿ├篶癒娵昨こ暼 

 禽通琢昨祭碕燦C擦彩腰├篶癒娵昨こ暼削疆冴榊崎朔腰┖熕昨㎏1癒便碕昨輸逃削肴哉崎腰珽燵磧磽鑢

朔せ₂枌燵歳Y削珽哉諭₂燦蛬盗際傘祭碕歳盻ギ碕作傘冴薩腰盻剤裁雑疆ゅ├篶癒娵埼晢14際傘祭碕

燦ー薩傘雑昨埼朔作哉甑作採腰珽燵磧磽鑢栽晒’62裁崎磧磽鑢昨w絣碕作榊冴笊k埼腰輪瀧㎏1昨┖

熕削瑰済62哉崎評㾱際傘祭碕朔鯖殺燦癧作哉甑瀧跏腰磧磽鑢腰嘖皖鑢里索綫磽鑢昨㎏1癒便削肴哉崎

朔腰埼済傘坂砕├篶癒娵不埼檮睛際傘祭碕歳鑒擦裁哉甑 

θ慕㊎ǘχ 



諭譏坿æ09180ǖ陵 

烋耨ǘŚ烝Ť鏤ǖŞ蹙 

 

林楯暑燔p⇐ブ端っ使θ楡χ摩 唹 

翌ブ枕畑h諭譏楡坿娵諭₂ヴきゼ摩 

医 苗 揺 h る χ 

 

坿娵諭₂├篶九暼削採砕傘笊k㍿箆評燦C擦彩冴 

盻ギ┖熕豬蘿ヴ昨楯暑燔p戻ツ豺跏堙削肴哉崎 

林楯暑燔p削採砕傘坿娵諭₂├篶昨九暼削肴哉崎朔腰 諭₂堙跖⊕サ朋 θ轆藁「」烝翌ブh痛0

50陵χ腰坤坿娵削採砕傘諭₂里索跳つ昨f淋ɚ作:鴇燦蘿禍際傘冴薩昨輸逃堙癈昨豺賠っ削輸際傘

堙癈昨瀧使跖⊕削肴哉崎墾θ烋耨「】烝ǚ鏤」1蹙沈諭譏æ00」」10Ť陵χ里索坤坿娵諭₂├篶九暼姉

使詩鹿執っ削肴哉 崎墾θ烋耨「】烝ǚ鏤」1蹙沈諭譏æ0」」105」陵χ昨慕⎨ǖ坤坿娵諭₂├篶九暼姉

使詩鹿執墾削嫻咲済⊕妻祭碕碕作榊崎哉傘 甑坿娵諭₂├篶削採哉崎楯暑燔p歳暼薩傘腰├篶癒娵

削採砕傘翌ブ枕畑h痛埼暼薩傘碕祭山皿三二箆細参冴┖熕昨㎏1癒便斎碕昨梍陋昨盻ギ┖熕豬っ

削肴哉崎腰二暼昨嫻3/10碕作傘視実祉朔腰翌ブ枕畑h歳1/5裁腰祭参燦嫻削楯暑燔p歳二暼際傘祭碕

碕裁崎哉傘甑 

罪昨薇腰 楯暑燔p戻昨盗29豬昨ツ豺削肴哉崎腰Ş鏤「0蹙削⊕撒参冴楯暑燔p碕昨粤コ凋蜃抵里

索罪昨癆哉冴坂哉冴粤コ燦C擦彩腰彬典ɚ作ツ豺跏堙燦託ぇ昨碕採三暼薩冴昨埼腰フへ削採栽参

崎朔腰祭昨ツ豺跏堙燦C擦彩腰梍陋昨再傘冊済諭₂蛬盗典奉削肴哉崎腰輸逃際傘楯暑燔p碕誘た

燦禍薩傘皿妻採庨哉際傘 甑 

作採腰祭参朔超烝燵嘆削坿娵諭₂├篶燦九暼際傘祭碕燦矗尣削採哉崎暼薩崎採三腰林楯暑燔p

昨曚筮燦C擦彩崎腰鎮暸腰楯暑燔p戻ツ豺燦⊕撒参冴哉甑擦冴腰疆ゅ楯暑燔p戻昨淋粤削皿三腰

託ぇ削皿晒剤ツ豺燦⊕妻祭碕雑滔裁謚彩作哉甑 

                      ぇ 

ǖḿ盻ギ┖熕豬昨蘿ヴ削採哉崎朔腰笊k撤脉坿昨諭₂麥ギ燦嫻鑚碕裁崎暼薩傘祭碕碕際傘甑 

冴坂裁 腰ǜ㎏1慕栽肴忠逗諭₂囓慕昨「0「5烝昨㍿箆評←削採哉崎腰㍿箆裏朔㍿評裁崎哉傘諭 

₂麥ギ歳10朝鑷▕昨寢淋朔楯暑燔p戻ツ豺昨檮ょ弸碕裁腰諭₂㎏輸脉圻坿削採砕傘10朝鑷▕昨

諭₂麥ギ削肴哉崎朔腰G楯暑燔p昨諭₂麥ギ碕裁崎二箆裁腰笊k撤脉坿削採砕傘10朝鑷▕昨諭

₂麥ギ削肴哉崎朔腰G楯暑燔p昨諭₂麥ギ碕裁崎二箆 裁作哉甑 

作採腰 諭₂麥ギ昨二箆削再冴榊崎朔腰坿娵諭₂├篶九暼謚蝠肢実識昨「0「5烝燵ǜ㎏1慕諭₂ 

麥ギ㍿箆評←θ忠逗諭₂囓慕里索楯暑燔p慕χ削採哉崎椌豬珵通託0ǖ哲燦嗔蔘虫評際傘甑 

θ盻ギ┖熕豬昨二箆削再榊崎雑輪┦碕際傘 甑χ 

ǘḿQwθ諭₂㎏輸脉圻坿χ昨直楯暑燔p昨笊k豬燦縫蛬碕裁冴諭₂蛬盗典奉燦76莵θ裏朔 腰 

瀧使76莵χ裁冴哉碕i彩傘楯暑燔p歳腰㍿評昨b腆楯暑燔p削檮裁崎腰誘た燦莵阪栽砕傘祭碕

碕際傘甑θ瀧跏腰盻ギ睛載崎腰㍿箆楯暑燔p栽晒㍿評楯暑燔p削誘た燦莵阪栽砕崎雑皿哉甑χ 

ǚḿ誘た削採哉崎朔腰辿楯暑燔p朔腰刀彩柵腰笊k質撤褊匙昨事仔式執市昨14霙腰笊k昨溜₂湊

塁っ昨視実祉腰罪参財参昨騁燦曚⊕裁冴寢淋昨笊k質撤褊匙昨諭₂支実似旨鯖テ譏ɚ作痣壚っ

削肴哉崎鶺ヹ裁冴14霙燦腰採注哉削1/5際祭碕碕際傘甑 

擦冴腰辿楯暑燔p朔腰┖熕昨豺賠削輸際傘ヴきっ昨禍蓁w靭燦盻ギ削睛載崎1/5際祭碕碕際傘甑 

祭妻裁冴誘た燦⊕妻祭碕削皿三腰哉剤参昨楯暑燔p昨ヴき歳腰皿三曚亦磽歳珽哉栽燦辿楯暑燔 

p埼墓贖裁腰ツ豺燦⊕妻祭碕碕際傘甑 

作採腰坿娵諭₂├篶九暼謚蝠肢実識埼ぁ哉冴視実祉碕輪っ栽肴皿三ゆ出作視実祉燦ぁ哉崎誘 

た燦⊕榊崎雑フ哉甑 

ǜḿ烋耨「】烝1「鏤燦鑢沪削誘た燦⊕妻祭碕碕裁腰鑢沪擦埼削ツ豺埼済作哉寢淋削朔腰ツ豺昨檮ょ 

 碕作榊崎哉冴諭₂麥ギ朔腰諭₂㎏輸脉圻坿昨諭₂麥ギ碕裁崎二箆際傘甑 

    

    

θ慕㊎ǚχ 



    

 

 

 

 

超癆腰楯暑燔p歳九暼際傘坤坿娵諭₂├篶墾昨曚Q削塁砕崎腰逗昨檮睛燦噪榊崎哉采祭碕歳盻ギ甑 

ǖ 嘖皖鑢昨髭曚θ磧磽鑢栽晒昨┖熕¹蜃χ削肴哉崎 

θǖχ磧磽鑢嘆盪昨┖鰲栽晒嘖皖鑢θ式雌似式鯖圻晁皖澣削塁砕冴諭₂χ昨┖鰲匙昨¹蜃作鷺 

濁æ裁崎哉傘諭₂㎏1燦髭æ裁崎哉采冴薩昨G端ɚ作流04燦禍薩傘盻ギ甑 

θǘχ盻ギ作跖こ質こ賠昨豺賠朔腰坤坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯墾削皿三腰┖熕¹蜃燦カ棡甑 
 

せ坤坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯墾θĘ「】烝燵朔腰1【「8挽付θ諭₂便904挽付腰跳つ便】「4挽付χ 
朔腰逗昨宙黻歳檮ょ甑 
諭₂便朔腰ǖ昨坤┖熕昨㎏1便尤質’蟷削輸際傘宙黻墾削裴珵ɚ削盆便甑 
ǖ┖熕昨㎏1便尤質’蟷削輸際傘宙黻  ǘ圻晁諭₂昨蘿禍削輸際傘宙黻 
ǚ跳つ跖こっ昨豺賠削輸際傘宙黻    ǜ諭₂癩宙k昨:鴇削輸際傘宙黻 
Ą跳つ癩宙k昨:鴇削輸際傘宙黻檮ょ 

 
θǚχ林㎏1昨盻ギ作oつ澑っ昨朝豬雑ぎ作傘祭碕作鷺燦C擦彩腰¹蜃削疆冴榊崎慇砦碕作晒 

作哉皿妻作鎮勉作せ₂寤圍昨こ暼歳盻ギ甑 

 

ǘ 諭₂癩宙k昨麥29コ〛裁腰揜耨豬昨鶺ヹ削肴哉崎 

θǖχ┖熕蘿ヴっ燦C擦彩腰諭₂癩宙k昨麥29削肴哉崎腰コ`裁崎哉采甑 

嘖皖鑢昨┖熕昨髭曚昨冴薩削朔腰式雌似式輸逃へⅺ昨:鴇燦禍薩崎哉采盻ギ歳再傘作鷺 

┖熕昨㎏1便尤質’蟷削檮睛裁崎諭₂癩宙k昨麥29昨コ`裁燦鶺ヹ甑 

θǘχ諭澑昨揜耨豬削肴哉崎雑腰諭旄使評旄暼佻っ昨鶺ヹ抵燦こ18裁崎腰鶺ヹ際傘着暼甑 
 
ǘǹǘĄ烝夤削朔腰朝旅ǖǹ拓朝再冴三昨諭澑豬朔ŢĹŔĂ盆裴烋堊せ燦Ů彩傘コŮ札甑 
せŢĹŔĂ盆Q嚔昨廟諭澑豬燦廟朝旅埼某榊冴雑昨甑θ 朝旅ǖǹ拓朝再冴三昨諭澑豬朔腰 
ŢĹŔĂ邑㊐烋堊朔ǚǘǜ隣腰ŢĹŔĂ盆裴烋堊埼ǘŚǘ隣χ 
瀧跏腰ǖŞ遁朝旅昨㏌棍削皿三腰諭旄使削禍旄際傘k昨某淋朔腰ǖǚǘ朝削ǖ朝θ 
ǘǹǖǜ烝χ栽晒Ťǘ朝削ǖ朝θǘǹĄǹ烝χ削作傘コŮ札甑 

 

ǚ 綫磽鑢昨諭₂誌実枝削檮睛際傘諭₂質跳つ支実似旨昨:鴇削肴哉崎 

懇嫻鑚ɚi彩跏昏 

┖熕昨㎏1便尤質’蟷昨蘿禍碕輪迯削腰超癆ǖǹ烝戻昨綫磽鑢昨諭₂質跳つ誌実枝削檮 

睛裁崎哉采冴薩腰罪昨w絣削睛載崎腰鎮勉作寢脉埼鎮勉作諭₂質跳つ燦溜砕晒参傘皿妻腰 

盻ギ作綫磽鑢昨┖熕昨:鴇碕碕雑削腰圻晁諭₂鯖跳つ跖こ腰珽䕺k撤晁燦零薩冴諭₂質跳 

つ支実似旨昨:鴇歳盻ギ甑 

θǖχ坿娵諭₂跳つf淋:鴇嫻襯燦㌱ぁ裁冴圻晁諭₂腰跳つ跖こっ昨ヴきɚ作豺賠 

Y削腰烋耨ǚǹ烝燵栽晒昨0Ś逗諭₂ヴき里索0Ś鑢跳つ鴇絣宙黻ヴき削朔腰盻ギ作支 

実似旨コŮ札褻燦ぇÓ裁腰ヴきɚ質豺淋ɚ削:鴇甑 

θǘχ綫磽鑢昨諭₂質跳つ誌実枝削檮睛埼済傘支実似旨蛬盗典奉昨コ`裁 

鐚ゖk削皿傘鶺ヹ抵燦こ18裁腰綫磽鑢昨諭₂質跳つ誌実枝削檮睛際傘支実似旨蛬盗典奉 

昨再三跏削肴哉崎腰烝不燦¥〒削腰奉燵謦塡削塁砕冴敏艙キ燦豺X裁腰陋烝通渗腰翌ブ枕 

畑h1/6抵鴇藴桎た抵削採哉崎腰奉燵謦塡削塁砕崎たプ甑 

懇鶺ヹ不杞昏 会跳つ₂揜┖熕燦零殺₂揜┖熕昨超癆昨再三跏 

解会通弸昨綫磽鑢昨諭₂質跳つ支実似旨蛬盗典奉昨再三跏 

θ跳つ₂揜┖熕朔腰Q⊕堙埼朔腰烋耨「9烝燵鑽燦雑榊崎牴溺χ 

 

懇0Ą嘖諭₂質跳つ筮寤昨㌱ぁ削皿傘謦儋昨蘿禍削輸際傘梵魔ツ颱抵  

ユ賽ǚ坤坿娵諭₂├篶墾昨曚Q削塁砕冴超癆昨檮睛削肴哉崎θ翌ブ枕畑h蛬箆ユ賽χ昨艀そ昏 

θ慕㊎ǜχ 

坤坿娵諭₂├篶墾昨曚Q削塁砕冴超癆昨檮睛削肴哉崎 



θ慕㊎Ąχ

蟯=菱┖㾱隣 晝藁歹 粽漉遊 ガ漉着 秒瀲⒈ 彳漉㌃ ヴ 淋漉ヴ

滲コ晝藁歹┖㾱 *
θ譽和止執祉実零χ

3,123 184 364 65 19 3,755

晝藁歹盂㌃抵┖㾱 * 588 10 88 686

ŃŔĘŢ晝藁歹┖㾱 * 349 4 13 3 369

晝藁歹滲コ㎆歹┖㾱 * 207 1 208

晝藁歹滲コ燐ゅ┖㾱 * 69 2 71

矦戻かコ戻晝藁┖㾱 111 111

罪昨直 180 3 183

pコ遊晝藁┖㾱 * 2 800 802

粽遊か嚔鴇瀧鑚隰┖㾱 2 2

罪昨直 24 24

滲コガ着滲褊┖㾱 * 3 693 15 711

滲コ褫闌┖㾱 * 691 1 1 693

罪昨直 20 1 21
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ⅠⅠⅠⅠ    平成２６年度病床機能報告の課題等と平成２７年度病床機能報告の対応平成２６年度病床機能報告の課題等と平成２７年度病床機能報告の対応平成２６年度病床機能報告の課題等と平成２７年度病床機能報告の対応平成２６年度病床機能報告の課題等と平成２７年度病床機能報告の対応    

について（案）について（案）について（案）について（案）    
    

１１１１    平成２６年度病床機能報告平成２６年度病床機能報告平成２６年度病床機能報告平成２６年度病床機能報告の課題の課題の課題の課題    

（１）未報告の医療機関 

報告率は、病院９８.６％、有床診療所９１.０％（平成26年度末時点） 

（２）医療機能の選択間違い・捉え違い 

①救命救急入院料やICU・HCU等を算定している病棟で回復期・慢性期機能を選択。 

②療養病棟入院基本料を算定している病棟で、高度急性期機能を選択。 

③回復期機能は、「回復期リハビリテーション病棟」だけが該当するという捉え違い。 

※「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」も含まれる。 

④特定機能病院において、病院として高度医療を提供していることで、全ての病棟を高度急 

性期機能として報告。（８５病院中７５ 病院） 

（３）報告内容の不整合 

医療機関での入力ミス等による報告内容の不整合。 

（届出病床数が許可病床数よりも多い。入院患者がいるが、病棟の看護配置が０人。） 

（４）医師数の報告時点の問題 

医師数については、「医療機能情報提供制度」で把握できているため、報告項目にしなか 

ったが、都道府県のデータの更新時点が異なる。 

    

２２２２    平成２７年度病床機能報告平成２７年度病床機能報告平成２７年度病床機能報告平成２７年度病床機能報告のののの対応対応対応対応    

（１）未報告の医療機関（医療法第30条13第５項） 

知事は、報告するよう命令することができることから、報告を督促し、それでも未報告の 

医療機関に対しては、医療法上の権限（公表）を適切に実施する。 

（２）医療機能の選択間違い・捉え違い 

①明確に選択間違いと考えられるものは、医療機関に修正を求める。 

②医療機能を適切に選択する必要があるため、医療機能の内容等を周知徹底する。 

③特定機能病院は、個々の病棟の機能の選択に当たっては、個々の病棟の役割や入院患者の 

状態に照らして、医療機能を適切に選択する。 

（３）報告内容の不整合 

①医療機関の単純ミスをなくすために、不整合事例を情報提供し、周知する。 

②医療機関が入力の際、エラーが表示されるようにシステム面での対応を図る。 

（４）医師数の報告時点の問題 

同一時点の医師数を把握するため、報告項目（病院全体・診療科別等）に追加。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    病床機能報告制度の精緻化に向けた今後の検討について（案）病床機能報告制度の精緻化に向けた今後の検討について（案）病床機能報告制度の精緻化に向けた今後の検討について（案）病床機能報告制度の精緻化に向けた今後の検討について（案）    

１ 平成２６年度病床機能報告は、「医療機能の内容」に照らして、病棟の医療機能を選択して報 

告することから、同じ医療機能を選択している病棟でも、医療内容等は必ずしも同等ではなか

ったり、同程度の医療内容でも異なる医療機能を選択している。 

２ 今後、報告された医療機能と提供されている医療内容、構造設備・人員配置等との関係を詳 

細に分析し、病床機能報告制度の精緻化に向けて検討していく。 

 

 

【第１０回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会（H27.7.29） 資料４・８の抜粋】 

（別紙６） 



    平平平平成成成成２６２６２６２６年度病床機能報告制度報告内容の主な不整合等の事例年度病床機能報告制度報告内容の主な不整合等の事例年度病床機能報告制度報告内容の主な不整合等の事例年度病床機能報告制度報告内容の主な不整合等の事例        

＜「病院」＞ 

報告項目 病院数 割合 不整合の内容（全項目に「未報告」を含む） 

医療機能 122 1.7% 
・未報告（医療機能の判断基準がわからない、病院再

編のため６年後の機能の予定は回答できない等） 

許可病床数・稼働病床数 345 4.8% ・稼働病床数が許可病床数より多い 

・過去１年間の入院患者数の記載があるものの稼働 

病床数が０床になっている 

・一つの病棟に一般病床と療養病床が混在している 

算定する入院基本料・特定入

院料および届出病床数 
194 2.7% 

・届出病床数が許可病床数より多い 

 

病棟部門の職員数（職種別、

常勤、非常勤） 
79 1.1% 

・診療報酬の入院基本料の届出を行っているものの、

看護職員配置が０人になっている 

主とする診療科 166 2.3% ・未報告「当てはまる診療科がない」 

入院患者の状況（新規入棟患

者数、在棟患者延べ数、退棟

患者数） 

83 
1.1% 

 

・新規入院患者数全体と、内訳の合計数が一致しない 

・在棟患者延べ数が稼働病床数と比較して明らかに 

多い 

入棟前の場所・退棟先の場所

別の入院患者の状況 
89 

1.2% 

 

・新規入棟患者数全体と、内訳の合計数が一致しな 

い 

・退棟患者数全体と内訳の合計数が一致しない 

退院後に在宅医療を必要とす

る患者の状況 
839 

11.6% 

 
・退院患者数全体と内訳の合計数が一致しない 

分娩件数 150 2.1% ・未報告 

※ 報告期日までに報告があった病院のうち、ファイル破損、該当する報告様式以外のファイルの提出があった 
施設等を除いた7,260施設で集計。 

 

報告項目 病院数 割合 不整合の内容（全項目に「未報告」を含む） 

職員数（部門別、職種別、常

勤、非常勤） 
148 2.0% 

・施設全体の職員数と内訳の各部門の職員数が一致 

しない 

ＤＰＣ群の種類 35 0.5% ・未報告 

在宅療養支援病院、在宅療養

後方支援病院の届出の有無 
30 0.4% ・未報告 

看取りを行った患者数 

（届出をしている場合のみ） 

6 

 

0.5% 

注） 
・未報告 

二次救急医療施設、救急告示

病院の認定・告示の有無 
32 0.4% ・未報告 

救急医療の実施状況 64  0.9% 

・「診療後直ちに入院となった患者延べ数」が全体の 

数を上回っている 

・「休日あるいは夜間の定義と自院の休診日、診療時 

間が異なり、休日加算や夜間・深夜加算等とも定義が 

異なるために患者延べ数のカウントが困難」との問い 

合わせ多数あり 

医療機器の台数  37 0.5% ・未報告 

退院調整部門の設置状況 33 0.5% ・未報告 

※ 報告期日までに報告があった病院のうち、ファイル破損、該当する報告様式以外のファイルの提出があった 
施設等を除いた7,260施設で集計。 

注） 「看取りを行った患者数」のデータ不備率は、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院の届出をしてい 
  る1,199施設を分母として算出。 



＜「有床診療所」＞ 

報告項目 病院数 割合 不整合の内容（全項目に「未報告」を含む） 

医療機能 480 7.1% 

・未報告 

（理由としては、「医療機能の判断基準がわからない

」「病院再編のため、６年後の機能の予定は回答でき

ない」など） 

有床診療所の病床の役割 194 2.9% ・未報告 

許可病床数・稼働病床数 1071 15.8% 

・稼働病床数が許可病床数より大きい 

・過去１年間の入院患者数の記載があるものの稼働 

病床数が０床になっている 

・ひとつの病棟に一般病床と療養病床が混在している 

算定する入院基本料・特定入

院料および届出病床数 
1421 21.0% ・届出病床数が許可病床数より多い 

病棟部門の職員数（職種別、

常勤、非常勤） 
201 3.0% 

・入院料の届出を行っているものの、看護職員配置が 

０人になっている 

主とする診療科 79 1.2% ・「当てはまる診療科がない」とのことで未報告 

入院患者の状況（新規入棟患

者数、在棟患者延べ数、退棟

患者数） 

184 2.7% 

・新規入院患者数全体と、内訳の合計数が一致しない 

・在棟患者延べ数が稼働病床数と比較して明らかに大 

きい 
※ 報告期日までに報告があった有床診療所のうち、ファイル破損、該当する報告様式以外のファイルの提出が 
あった施設等を除いた6,777施設で集計。 

 

 

「Ⅱ②具体的な医療の内容に関する項目」については、データ誤報告率が１％未満。 

主な誤報告内容は以下のとおり 

・レセプト件数が算定日数を上回っている 

・算定日数が算定回数を上回っている 

・合計が内数を上回っている 

・手術・全身麻酔の手術の項目において、Ｋコードの区分番号・枝番・項番の記載 

の不備がある 
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