
医療機関名

病院・診療所の別
所在地コード
(別紙１)

※　令和５年２月１日（水）午前０時現在の状況をお答えください。

※　「病床種別」は、番号（ 1 一般、　2 療養、　3 精神、　4 結核、　5 感染症）で選択ください。

※　「No.」は、病床種別ごとに１～の連番を付してください。

病床
種別

Ｎｏ.
性別

１男，２女
年齢

住所地コード
（別紙１）

疾病分類コード
（別紙２）

診療科コード
（別紙３）

入　院　患　者　調　査　票 （案）



入院患者調査票の記入要領

１ 調査対象
令和５年２月１日（水）午前０時現在の全ての入院患者を対象とします。

２ 調査票記入方法
（１） 医療機関名をご記入ください。
（２） 病院・診療所の別をご記入ください。

（３） 医療機関の所在地を別紙１「市町コード表」に沿って、３桁のコード番号でご記入ください。
（４） 病床種別は「1（一般）」「2（療養）」「3（精神）」「4（結核）」「5（感染症）」の番号をご記入ください。
（５） 「Ｎｏ．」欄は、上記（４）の病床種別ごとに１～の連番を付してください。
（６） 「性別」欄は、男→１、女→２とご記入ください。

（７） 「年齢」欄は、令和５年２月１日時点での満年齢でご記入ください。
（８） 「住所地コード」欄は、患者の住所を別紙１「市町コード表」に沿って、３桁のコード番号でご記入ください。

（９） 「疾病分類コード」欄は、別紙２「疾病分類コード表」の分類に沿って、主な疾病について３桁のコード番号
でご記入ください。別紙２－１に疾病分類の具体例を掲載していますので、参考にご覧ください。

(10) 「診療科コード」欄は、別紙３「診療科コード表」の分類に沿って、２桁のコード番号でご記入ください。

※ 調査票は、病床種別ごとに別シートにせず、下へ行を追加して１枚のシートで作成してください。

３ 提出期限

令和５年３月●日（●）

電子ﾌｧｲﾙでの提出用



市町コード表（所在地コード・住所地コードに使用） 別紙１

コード番号 住所地 コード番号
神戸市 東灘区 １０１ 北海道 ２０１

灘区 １０２ 青森県 ２０２

中央区 １０３ 岩手県 ２０３

兵庫区 １０４ 宮城県 ２０４

長田区 １０５ 秋田県 ２０５

須磨区 １０６ 山形県 ２０６

垂水区 １０７ 福島県 ２０７

北区 １０８ 茨城県 ２０８

西区 １０９ 栃木県 ２０９

尼崎市 １１０ 群馬県 ２１０

西宮市 １１１ 埼玉県 ２１１

芦屋市 １１２ 千葉県 ２１２

伊丹市 １１３ 東京都 ２１３

宝塚市 １１４ 神奈川県 ２１４

川西市 １１５ 新潟県 ２１５

三田市 １１６ 富山県 ２１６

川辺郡 猪名川町 １１７ 石川県 ２１７

明石市 １１８ 福井県 ２１８

加古川市 １１９ 山梨県 ２１９

高砂市 １２０ 長野県 ２２０

加古郡 稲美町 １２１ 岐阜県 ２２１

播磨町 １２２ 静岡県 ２２２

西脇市 １２３ 愛知県 ２２３

三木市 １２４ 三重県 ２２４

小野市 １２５ 滋賀県 ２２５

加西市 １２６ 京都府 ２２６

加東市 １２７ 大阪府 ２２７

多可郡 多可町 １２８ 奈良県 ２２８

姫路市 １２９ 和歌山県 ２２９

神崎郡 神河町 １３０ 鳥取県 ２３０

市川町 １３１ 島根県 ２３１

福崎町 １３２ 岡山県 ２３２

相生市 １３３ 広島県 ２３３

たつの市 １３４ 山口県 ２３４

赤穂市 １３５ 徳島県 ２３５

宍粟市 １３６ 香川県 ２３６

揖保郡 太子町 １３７ 愛媛県 ２３７

赤穂郡 上郡町 １３８ 高知県 ２３８

佐用郡 佐用町 １３９ 福岡県 ２３９

豊岡市 １４０ 佐賀県 ２４０

養父市 １４１ 長崎県 ２４１

朝来市 １４２ 熊本県 ２４２

美方郡 香美町 １４３ 大分県 ２４３

新温泉町 １４４ 宮崎県 ２４４

篠山市 １４５ 鹿児島県 ２４５

丹波市 １４６ 沖縄県 ２４６

洲本市 １４７

南あわじ市 １４８ その他（不明等） ３００
淡路市 １４９

住所地



疾病分類コード表 別紙２

疾　病　分　類 ｺｰﾄﾞ番号 疾病細分類

感染症及び寄生虫症 011 結核

012 腸管感染症

主として性的伝播様式をとる感染症

皮膚及び粘膜病変を伴うウイルス感染症

ウイルス肝炎

その他のウィルス疾患

真菌症

感染症及び寄生虫症の続発・後遺症

その他の感染症及び寄生虫症（ｺﾛﾅ感染症除く）

013 コロナ感染症（疾病分類 ICD-10 U071該当）

新生物 021 胃の悪性新生物

022 結腸の悪性新生物

023 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

024 肝及び肝内胆管の悪性新生物

025 気管、気管支及び肺の悪性新生物

026 乳房の悪性新生物

027 子宮の悪性新生物

028 その他の悪性新生物

029 ０２１～０２８以外の新生物

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 030

内分泌、栄養及び代謝疾患 041 糖尿病

042 ０４１以外の内分泌、栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害 050

神経系の疾患 060

眼及び付属器の疾患 070

耳及び乳様突起の疾患 080

循環器系の疾患 091 高血圧性疾患

092 急性心筋梗塞

093 ０９２以外の虚血性心疾患

094 ０９２～０９３以外の心疾患（高血圧性のものを除く）

095 脳梗塞

096 くも膜下出血

097 脳内出血

098 ０９５～０９７以外の脳血管疾患

099 ０９１～０９８以外の循環器系の疾患

呼吸器系の疾患 101 アレルギー性鼻炎

102 喘息

103 １０１～１０２以外の呼吸器系の疾患

消化器系の疾患 110

皮膚及び皮下組織の疾患 121 アトピー性皮膚炎

122 １２１以外の皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患 130

腎尿路生殖器系の疾患 140

妊娠、分娩及び産じょく（褥） 150

周産期に発生した病態 160

先天奇形、変形及び染色体異常 170

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 180

損傷、中毒及びその他の外因の影響 190

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 200

注１　症状、徴候はあるが、疾患名が不明のものは「１８０」に分類してください。
注２　「２００」には、検査及び診査のための保健サービスの利用、予防接種等が含まれます。



別紙２－１　　（別紙２　「疾病分類コード表」の具体例） ＜参考資料＞

　感染症及び寄生虫症 　神経系の疾患

０１１ 結核 ０６０ パーキンソン病

０１２ 腸管感染症 アルツハイマー病

主として性的伝播様式をとる感染症 てんかん

皮膚及び粘膜病変を伴うウイルス感染症 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群

ウイルス肝炎 自律神経系の障害

その他のウィルス疾患 その他の神経系の疾患

真菌症

感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 　眼及び付属器の疾患

その他の感染症及び寄生虫症（ｺﾛﾅ感染症除く） ０７０ 結膜炎

０１３ コロナ感染症（疾病分類 ICD-10 U071該当） 水晶体の障害

脈絡膜及び網膜の障害

　新生物 その他の眼及び付属器の疾患

０２１ 胃の悪性新生物

０２２ 結腸の悪性新生物 　耳及び乳様突起の疾患

０２３ 直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 ０８０ 外耳炎

０２４ 肝及び肝内胆管の悪性新生物 その他の外耳疾患

０２５ 気管、気管支及び肺の悪性新生物 中耳炎

０２６ 乳房の悪性新生物 その他の中耳及び乳様突起の疾患

０２７ 子宮の悪性新生物 メニエール病

０２８ 悪性リンパ腫 その他の内耳疾患

白血病 その他の耳疾患

その他の悪性新生物

０２９ 良性新生物及びその他の新生物 循環器系の疾患

０９１ 高血圧性疾患

　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 ０９２ 急性心筋梗塞

０３０ 貧血 ０９３ 狭心症

再発性心筋梗塞

その他の虚血性心疾患

０９４ 慢性リウマチ性心疾患

　内分泌、栄養及び代謝疾患 心筋症

０４１ 糖尿病 心不全

０４２ 甲状腺障害 その他の心疾患

その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 ０９５ 脳梗塞

０９６ くも膜下出血

　精神及び行動の障害 ０９７ 脳内出血

０５０ 症状性を含む器質性精神障害 ０９８ 脳卒中、脳出血又は脳梗塞と明示されないもの

精神作用物質使用による精神及び行動の傷害

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

気分［感情］障害（躁うつ病を含む） その他の脳血管疾患

０９９ 動脈、細動脈及び毛細血管の疾患

痔核

知的障害〈精神遅滞〉 低血圧（症）

その他の精神及び行動の障害 その他の循環器系の疾患

その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機
構の障害

脳実質外動脈又は脳動脈の閉塞及び狭窄、脳
梗塞に至らなかったもの

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現
性障害



呼吸器系の疾患 腎尿路生殖器系の疾患

１０１ 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎 １４０ 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患

１０２ 喘息 腎不全

１０３ 急性鼻咽頭炎［かぜ］ 尿路結石症

急性咽頭炎及び急性扁桃炎 その他の尿路系の疾患

その他の急性上気道感染症 前立腺肥大（症）

インフルエンザ及び肺炎 その他の男性生殖器の疾患

急性気管支炎及び急性細気管支炎 女性生殖器の非炎症性障害

慢性副鼻腔炎 乳房及びその他の女性生殖器の疾患

慢性閉塞性肺疾患

外的因子による肺疾患 妊娠、分娩及び産じょく

その他の呼吸器系の疾患 １５０ 流産に終わった妊娠

消化器系の疾患

１１０ う蝕 単胎自然分娩

歯肉炎及び歯周疾患 その他の妊娠、分娩及び産じょく

その他の歯及び歯の支持組織の障害

胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 周産期に発生した病態

胃炎及び十二指腸炎 １６０ 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

アルコール性肝疾患 その他の周産期に発生した病態

慢性肝炎

肝繊維症及び肝硬変 先天奇形、変形及び染色体異常

その他の肝疾患 １７０ 心臓の先天奇形

胆石症及び胆のう炎 その他の先天奇形、変形及び染色体異常

膵疾患

その他の消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患 １８０ 腹痛及び骨盤痛

１２１ アトピー性皮膚炎 不明熱

１２２ 皮膚炎及び湿疹（アトピー性皮膚炎以外） 頭痛

皮膚及び皮下組織の感染症 老衰

その他の皮膚及び皮下組織の疾患

筋骨格系及び結合組織の疾患

１３０ 炎症性多発性関節障害 損傷、中毒及びその他の外因の影響

関節症 １９０ 骨折

脊椎障害（脊椎症を含む） 損傷

椎間板障害 熱傷及び腐食

頸腕症候群 中毒

坐骨神経痛 その他の損傷及びその他の外因の影響

その他の脊椎障害

肩の傷害 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用

骨の密度及び構造の障害 ２００ 検査及び診査のための保健サービスの利用者

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 予防接種

正常妊娠の管理及び分娩の結果

その他の環境下での保健サービスの利用者

特定の処置及び保健ケアのための保健サービ
スの利用者

妊娠、分娩及び産じょくにおける浮腫、たんぱく
尿及び高血圧性障害

症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分
類されないもの

その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検
査所見で他に分類されないもの



別紙３

診療科コード表

最も適した診療科コードを記入してください。

（該当する診療科がない場合は、読み替えが可能な最も近い診療科を選択してください）

コード 診療科名 コード 診療科名

０１ 内科 ２２ 泌尿器科

０２ 呼吸器内科 ２３ 肛門外科

０３ 循環器内科 ２４ 脳神経外科

０４ 消化器内科（胃腸内科） ２５ 整形外科

０５ 腎臓内科 ２６ 形成外科

０６ 神経内科 ２７ 美容外科

０７ 糖尿病内科（代謝内科） ２８ 眼科

０８ 血液内科 ２９ 耳鼻いんこう科

０９ 皮膚科 ３０ 小児外科

１０ アレルギー科 ３１ 産婦人科

１１ リウマチ科 ３２ 産科

１２ 感染症内科 ３３ 婦人科

１３ 小児科 ３４ リハビリテーション科

１４ 精神科 ３５ 放射線科

１５ 心療内科 ３６ 麻酔科

１６ 外科 ３７ 病理診断科

１７ 呼吸器外科 ３８ 臨床検査科

１８ 循環器外科（心臓・血管外科） ３９ 救急科

１９ 乳腺外科 ４０ 歯科

２０ 気管食道外科 ４１ 矯正歯科

２１ 消化器外科（胃腸外科） ４２ 小児歯科

４３ 歯科口腔外科


