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Ⅱ　　衛生教育･衛生統計

1.衛生教育

公衆衛生の向上は､区民の理解と協力がなければ望めないものである｡区民一人ひ

とりが衛生に対する関心を高め､知識を深めることによって一層の効果をあげること

ができる｡

保健所ではあらゆる機会をとらえ､家庭や地域社会における一般区民及び学校や職

場に属する集団を対象とした衛生教育を行っている｡

(1)衛生教育

区民､町会及び事業所等に対して講習会､講演会等により保健衛生に対する関心

を高めると共に､地域の保健衛生活動の促進を図っている｡

また､関係業者等に対しても講習会等を実施し､保健衛生､環境衛生に対する意

識の啓発を行ない､食品衛生､環境衛生の促進を図っている｡

衛生教育活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年4月～22年3月

区､分 兩ｹd��対象 弌��B�延人数 

感染症 俎X�檄HﾗX�檄Hﾜ�&ｸ橙�区民 �#2�1,622 

精神 俎X�檄Hﾜ�&ｸ橙�区民 ���16 

難病 俎X�檄HﾗX�橙�区民 ��2�230 

母子 俎X�橙�区民 ��cB�6,226 

成人.高齢者 俎X�檄HﾗX�橙�区民 湯�279 

栄養.健康増進 俎X�檄H���I5x鹵�区民､関係業者､ 地域団体 鉄��778 

歯科 俎X�橙�区民 涛��3,241 

医務.薬事 俎X�橙�関係業者 ���119 

食品 俎X�檄H���H��ﾋ�I5r�鹵�区民､関係業者 涛r�3,550 

環境 俎X�檄I5x麕HﾗYUﾘ橙�関係業者､区民 ��"�1,311 

公害 俎X�檄Hﾜ�&ｺHﾗX�檄B�ｻ8��区民 湯�279 

その他 俎X�檄Hﾜ�&ｺHﾗX�橙�区民 �2�149 

合計 �� 鼎���17,800 

*　地域保健･健康増進事業報告(平成2 1年度分)による｡
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(2)実習生の教育指導

医学生､看護学生及び歯科衛生士､栄養士を目指す学生等に対して､保健所実

習を通して､保健衛生行政の実態の把握と後進の育成を目的に､実習生の指導を

行なっている｡

平成21年4月～22年3月

対象者 ��ﾉ�B�

外国人医師 ���ﾂ�

医学生 土�ﾂ�

歯科学生 ���ﾂ�

保健師､看護師学生､助産師 們�s��ﾃ#3��ﾂ�

栄養士 ��)�ﾂ�

精神保健福祉士- ���ﾂ�

へ′レバー ���ﾂ�

合計 涛I�ﾂ�

(3)臨床研修医の受け入れ

研修医が医師としての人格を酒養し､将来専門とする分野にかかわらず､医学及び

医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ､保健所の役割を理解し地域保健､公衆衛

生活動に関する基本的態度､考え方を身に付けることを目的に臨床研修病院から研修

医を受け入れている｡

研修期間　　研修医1名につき､ 1ケ月以内

研修人数　　1 1名

(4)広報活動

保健所の事業案内や衛生知識を広報｢たいとう｣や区のホームページに掲載して

周知を図っている｡

また､随時､各種パンフレット､リーフレット等を広く配布し､公衆衛生活動の一

助としている｡
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(5)検疫所職員の研修受け入れ

保健所における食品衛生業務に関する知識及び技術を習得し､なお一層の資質向上

を図るため､輸入食品監視業務に従事する東京検疫所職員を受け入れた｡

研修期間　　5日間

研修人数　　2名

(6)中国訪日視察交流団の受け入れ

中国遼寧省の職員等により組織された中国訪日視察団を受け入れた0

目　　的　　日本の食品安全に関する法令及び保健所の指導内香

食品検査方法や技術等に対する知識の向上

研修期間　　1日

研修人数　　1 8名
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2　衛　生　統　計

衛生統計とは､人口集団の健康状態と､これに影響を及ぼす一切の諸因子との関連に

おいて､事実を把握し､公衆衛生施策の企画､運営､評価等に資するための統計であり､

公衆衛生の進路を示す統計でもある｡

地域住民の環境を向上させ､生活を快適に､そしていっまでも健康でいられるよう､

保健衛生の事業を実施していくためには､現状をよく見極めて､さまざまな統計を作成

し､衛生行政に役立てていかなければならない｡

(1)人口動態統計

人口の量的､質的変化を常時正確に把握するため､出生､死亡､死産､婚姻､及び

離婚の届出をもとにして作成される統計で､人口動態の現象を把握することができる｡

ア　出　　　生

出生率は､全国及び東京都と比較すると低く､ 20年度よりも減少している｡

出生順位別､母の年齢階層別の出生数をみると､第1児は30歳から34歳までが

もっとも多く､次いで､25歳から29歳までである｡第2児は30歳から34歳まで､

35歳から39歳までの順となっている｡さらに､第3児は35歳から39歳まで､ 30

歳から34歳までの順になっている｡

出生時の体重は､男児は3,000グラムから3,500グラム未満が多く､女児は2,501

グラムから3,000グラム未満が多い｡

イ　死　　　　亡

死亡原因の上位を占めているのは､生活習慣病といわれる悪性新生物､心疾患､

脳血管疾患で､ 3死因による死亡が全体の56.2%を占めている｡

ウ　乳児死亡

生後1年未満の死亡を乳児死亡､生後4週間未満の死亡を新生児死亡､生後1週

間未満の死亡を早期新生児死亡という｡

エー周産期死亡

周産期死亡とは､妊娠満22週以後の死産に､生後1週間末速の早期新生児死亡を

加えたものをいう｡ともに母体の健康状態に影響を与えるので､母子衛生上重要な

指標と考えられている｡

オ　死　　　産

妊娠満12週以後の死児の出産をいい､死児とは､出産後において､心臓の動き及

び呼吸のいずれも認めないものをいう｡

人工的処置(薬物的処置のみの場合を含む)を加えていないものを自然死産という｡

また､人工的処置を加えたことにより死産に至った人工死産には法の規定する人工

中絶理由による場合(母体保護法によるもの)と､母体の生命を救うための緊急避難

の場合等(母体保護法によらないもの)がある｡

*　死因分類は､平成7年1月からWHOが定めた国際疾病分類(第10回修正)を基準

とした｡
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(2)地域保健･健康増進事業報告

地域住民の健康の保持及び増進を目的として､地域の特性に応じた保健施策の展開

等を実施主体ごとに把握することにより､地域保健対策の効率･効果的な推進のため

の基礎資料を得る｡

(3)国民生活基礎調査

保健･医療･福祉･年金等､国民生活の基礎的事項を調査して､厚生労働行政の企

画及び運営に必要な基礎資料を得るとともに､各種調査の調査客体を抽出するための

親標本を設定する｡ 3年周期で行う大規模調査と､中間年に実施される小規模調査が

あり､平成21年度は小規模調査年にあたる｡

(4) 21世紀成年者縦断調査

調査対象となった男女の結婚､出産､就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継

続的に観察することにより､少子化対策等の企画及び運営に必要な基礎資料を得る｡

(5)中高年縦断調査

調査対象となった男女の健康､就業､社会活動について､意識面･事実面の変化の

過程を継続的に観察し､行動の変化や事象間の関連性を把握することにより､高齢者

対策等の企画､実施及び評価に必要な基礎資料を得る｡

(6)食中毒統計

食中毒患者の発生状況を的確に把握し､複雑な発生状況を解明するため､系統的な

調査を行い､広く衛生行政､特に食品衛生対策の基礎的資料を得る｡

(7)医療施設(動態･静態)調査

医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに､医療施設の診療機能等を

把握し､医療行政の基礎資料を得る｡毎年実施される動態調査と､ 3年周期で行う静

態調査があり､平成21年は動態調査を実施｡
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人口動態総覧年次推移　　　　　　　(平成18-20年は確定数､ 21年は概数)

区分 剳ｽ成18年 兌ﾙ�ﾃ�僖��平成20年 兌ﾙ�ﾃ#�D��

出生 �1,184 ��ﾃ#���1,214 ��ﾃ�ッ�

低体重児 ���r�108 ��3��120 

死亡 �1,854 ��ﾃ�#��1,786 ��ﾃs���

乳児死亡 �2�-0 釘�1 

周産期死亡 �8 釘�10 迭�

妊娠満22週以後の死産 途�4 ����4 

早期新生児死亡 ���0 ���1 

死産 �30 �32�45 鼎��

自然死産 ��B�ll �#��14 

人工死産 ��b�22 �#B�26 

婚姻 �1,297 ��ﾃ#SR�1,363 ��ﾃSc��

離婚 �385 鼎���459 鼎Cb�

自然増加 凵｢670 ��#c���△572 ��#c�R�

《比率の計算式》

出生率-

死亡率-

年間出生数
10月1日現在の人口

年間死亡数
10月1日現在の人口

乳児死亡率-

新生児死亡率-

周産期死亡率-

死産率-

婚姻率-

離婚率-

×1,000

×1,000

年間乳児(生後1年未満)死亡数

年間出生数

年間新生児(生後4週未満)死亡数

×1,000

年間出生数
×1,000

年間の妊娠満22週　年間早期新生児

以後の死産数　　　+ (生後1週未満)死亡数

年間の妊娠満22週以後の死産数+年間出生数

年間死産数

年間出生数十年間死産数

牢間婚姻届出件数
10月1日現在の人口

牢間離婚届出件数
10月1日現在の人口

自然増加率-
自然増加数

×1,000

×1,000

×1,000

10月1日現在の人口
×1,000

×1,000

注)死産数
-自然死産+人工死産

注)自然増加数
-年間出生数一年間死亡数

合計特殊出生率　15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので､ 1人の女

性が仮にその年の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子供の数
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(平成18-20年は確定数､ 21年は概数)

区分 兌ﾙ�ﾃ�吋��剳ｽ成19年 劔[ﾙ�ﾃ#�D��剳ｽ成21年 ~区 �72�国 仞b�都 俛��区 �72�国 仞b�都 俛��

出生率 途���8.2 唐縒�7.5 唐�2�8.6 途紕�8.48.7 �7.1 唐�"�8.5 

死亡率 免ﾂ���7.5 唐綯�ll.2 途縒�8.8 ���纈�7.8 湯���10.7 途綯�9.1 

死産率 �#B縒�26.6 �#r絣�26.4 �#B綯�26.2 �3R繧�25.1 �#R�"�32.6 �#"縒�24.6 

婚姻率 途繧�7.2 迭繧�7.7 途���5.7 唐�2�7.3 迭繧�9.4 途���5.6 

離婚率 �"�3��2.12 �"��B�2.50 �"��2�2.02 �"縱��2.10 ��纉��2.67 �"��b�2.01 

合計特殊出生率 ����2�1.02 ���3"�1.04 ����R�1.34 ����2�1.09 ���3r�_1.00 ������1.37 

出生率の年次推移
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母の年齢階層別出生数

平成21年1月～12月(概数)

母の年齢階層 ��ﾙ�B�第1児 ��c(髓�第3児 ��cH髓�第5児 ��ch髓�第7児 以上 儻8�｢�

総数. ��ﾃ�ッ�700 �3c"�101 ����3 �� ���

15歳未満 �� �� �� �� ��

15-19歳 唐�7 ��� �� �� ��

20-24歳 田B�51 唐�5 �� �� ��

25-29歳 �#モ�203 都��12 �2� �� ��

30-34歳 鼎c"�275 ��S��30 途� �� ��

35-39歳 �#ビ�123. ���"�43 途�1 �� ���

40-44歳 都b�41 �#��10 �"�2 �� ��

45-49歳 ��� ��1 �� �� ��

50歳以上 �� �� �� �� ��

不詳 �� �� �� �� ��

体重別出生数

平成21年1月～12月(概数)

区分 �&｢�女 佗b�

総数 田�"�583 ��ﾃ�コ�

1,000g未満 釘�2 澱�

1,000-1,499g �"�1 �2�

1,500-1,999g 唐�p9 ��r�

2,000-2;499g 鼎B�50 涛B�

2,500g ��� ���

2,501-2,999g �#���244 鼎CB�

3,00~0-3,499g �#s"�220 鼎�"�

3,500′-3,999g 田r�49 ���b�

4,000～4,499g 釘�7 免ﾂ�

4,500～4,999g �� ��

5,000g以上 �� ��

体重不詳 ��1 ���

2,500g未満 鉄��62 ��#��

2,500g以上 ���SCH���520 ��ﾃ�cB�

※性別不詳1件

平成21年　母の年齢階層別出生割合

50歳以上

0.0%
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年齢階層別･主要死因分類(選択死因分類)

区分 剔告� �&｢�女 ��ﾜ����ﾜ���Hﾜ��店ﾜ���俐��
男 傚r�男 傚r�男 傚r�

総数 �1,790 ���CR�745 ��� �"� �� 

結核 �15 免ﾂ�4 �� �� �� 

悪性新生物 �546 �3CB�202 �� �� �� 

食道 �#��14 澱� �� �� ��

冒 都r�49 �#�� �� �� ��

結腸 鉄"�32 �#�� �� �� ��

再掲 �+ﾉ+�8�8ﾈｹ+�昏ﾗ9YHｷ�-�+ﾉ+��21 ��2�8 �� �� ��- 

肝及び肝内胆管 鉄B�43 免ﾂ� �� �� ��

胆のう及びその他の胆道 �#��18 ���� �� �� ��

謄 �3r�19 ���� �� �� ��

気管､気管支及び肺 �����78 �3�� �� �� ��

乳房 ��r� ��r� �� ��- 辻�

子宮 湯� 湯� �� �� ��

白血病 ��2�9 釘� �� �� ��

糖尿病 �20 免ﾂ�9 �� �� �� 

高血圧性疾患 �9 釘�5 �� �� �� 

心疾患 �265 ��C��124 �� ��- �� 

再掲 亶ﾙ�ｹ�2xｽ易ｸﾜr�38 �#B�14 �� �� �� 

その他の虚血性心疾患 �����67 鼎B� �� �� ��

不整脈及び伝導障害 �3��12 ���� �� ��- ��｢�

心不全 田��27 鼎"� �� �� ��

脳血管疾患 �195 ���R�90 �� �� 辻� 

再掲 �*ﾘ.�hﾈ岑�ﾈﾂ�31 ��r�14 �� �� �� 脳内出血 鼎r�29 ���� �� �� ��

脳梗塞 ���r�59 鉄�� �� �� ��

大動脈癌及び解離 �#2�12 免ﾂ� �� �� ��

肺炎 �171 ���"�69 ��- ��- ��"�ﾒﾒﾓ｢ﾘ6s｢ﾒ�ﾄт�ｨ耳耳�?��

慢性閉塞性肺疾患 �#R�17 唐� �� ��

噛息 � �� �� �� 

肝疾患 �47 �3��8 �� �� 辻�

腎不全 �44 �#b�18 �� �� �� 

老衰 �47 免ﾂ�36 ��- 辻� 辻�- 

不慮の事故 �43 �#2�20 �� ��� ��】 ｣- 

再掲 佰�,ｨ馼ﾌﾂ�6 釘�2 �� �� �2�

自殺 �57 �3b�21 �� �� 

その他の全死因 �283 ��c2�120 �� ��� �� 
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平成21年1月～12月(概数)

10歳～14歳 �15歳～19歳 �20歳～24歳 �25歳～29歳 �30歳～34歳 �35歳～39歳40歳～44歳 

男 傚r�男 傚r�男 傚r�男 傚r�一一一一一男一一-巨象一一一一一一一一一男一一一一一 m-華仁三上一三 一∃ 劍��

3 ��3 �2�5 �"�4 迭�剴"�

1 ��� �� ���5___3 1_ 1 剪�

- �� �� 劔 

- �� �� 劔 

- 辻� �� 劔- 

- �� �� 抱����- 

- ��- �� ���- 

- �� �� ����- 

1 � 

1 ��1 � 

- ��- �� ���1 � 

- �� 辻� ��- 

-】 �� ��

1 �� �� ��1 ��2 ��1 ��

1 �� �� ��

- �� ��- �"�- 辻� 

- �� ��】 】 ��- ��

- �� 辻�- 辻� ��

1≧ �22 

- 窒�ll 

- �� �����?ｨ�3���ﾘ���

- ��

- 辻�三十三 � 

1 �"� �"�

- ��� ��- 辻� ��

-】 冓 白�

1 �� �� ��1 鳴�ﾙ�"�����

1 �� �� ��1 ����辻�

2 ��1 �"�3 ���2 ���8 �#2�辻�

1 ���1 �"�1…2 剪�
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年齢階層別･主要死因分類(選択死因分類)

区分 �45歳～49歳 �50歳～54歳 �55歳～59歳 �60歳†64歳 
男 傚r�男 傚r�男 傚r�男 傚r�

総数 冤l 湯�19 ����42 ��B�88 �3"�

結核 � �� ��3 ��2 ��

悪性新生物 �4 �2�7 澱�ll 澱�35 ��2�

再掲 ���;�� ��1 �� ��2 ���

冒 �� ���2 �2� 迭�1 

結腸 ��� �� ���1 �2� 

直腸S状結腸移行部及び直腸 �� ��� ��� ��1 

肝及び肝内胆管 ��� �� �"� 湯� 

胆のう及びその他の胆道 �� ��� �� ��� 

障 �� ��1 ���1 �"� 

気管､気管支及び肺 ��� ��� �2�2 釘� 

乳房 ��1 ��1 ��2 ��2 

子宮 ��1 �� �� �� 

白血病 �� �� �� ���2 

糖尿病 � �� ��2 ��2 ���

高血圧性疾患 � ��1 �� ��2 ��

心疾患 �1 ���2 ��3 ��17 �"�

再掲 亶ﾙ�ｹ�8ｽ易ｸﾜr� ��1 �� ��2 ��

その他の虚血性心疾患 �� ��� �2� ��2�2 

不整脈及び伝導障害 �� �� �� ��� 

心不全 ��� �� �� �� 

脳血管疾患 �1 ��4 ���4 �"�10 �"�

再掲 �*ﾘ.�hﾈ岑�ﾈﾂ� �� ���2 ��3 ��脳内出血 ��� �"� ���1 迭�1 

脳梗塞 �� �"� ���1 �"�1 

大動脈癖及び解離 � �� �� �� ���

肺炎 � �� ��1 ��3 ���

慢性閉塞性肺疾患 � �� �� ��1 ��

曝息 � �� �� �� ��

■肝疾患 �2 ��1 ���10 ���6 ���

腎不全_ � �� �� ��1 ��

老衰 � �� �� �� ��

一不慮の事故 �1 ��1 �� �"� ���

再掲 佰�,ｨ馼ﾌﾂ� �� �� �� ��

自殺 �1 釘�2 ���3 �"�3 釘�

その他ゐ全死因 �1 ���1 ���5 ���6 澱�
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平成21年1月～12月(概数)

65歳 ���c俐��70歳～74歳 �75歳～79歳 �80歳 ���ォﾜ��85歳以上 剩N齢不詳 

男 傚r�男 傚r�男 傚r�男 傚r�■男 傚r�男 傚r�

136 �#r�172 鉄r�170 都b�177 ��#��182 �3s�� ��

3 ��1 ��1 ���1 �2� ��

51 ��B�65 �3B�64 �#"�60 �3"�42- 田R� ��

3 �"�2 ���3 ���2 ���1 �� ��

3 �"�17 迭�1 釘�13 釘�6 ���� ��

8 ���5 �2�7 �"�6 �"�1 ���� ��

2 ��3 ���4 �� �2�2 �"� ��

1 �"�7 ���12 釘�4 ���7 �2� ��

3 ��3 �2�3 ���5 �2�2 �2� ��

6 �"�3 迭�2 ���4 釘�1 釘� ��

12 ���13 迭�15 釘�19 釘�9 ��B� ��

2 �� ��5 ��3 �� 

1 �� ��1 �� ��4 �� 

1 �"�2 ��2 ��1 �� ��

1 ��3 ���1 �"� �"�2 �2� ��

1 ��� 釘� ��

22 �"�18 �2�27 ��R�27 �#��19 塔�� ��

2 ���4 ��4 ���6 ���4 免ﾂ� ��

8 ���10 �"�13 澱�12 免ﾂ�5 �#"� ��

2 ��-2 ��2 釘�2 �2�3 免ﾂ� ��

5 ��2 ��7 �2�7 迭�5 �3B� ��

13 �2�20 迭�15 途�12 免ﾂ�23 鉄r� ��

3 ���5 ���1 ��� 釘�2 迭� ��

3 ���8 �"�3 �"�1 �2�3 途� ��

7 ���7 �"�ll 釘�ll 釘�18 鼎R� ��

1 ���2 �"�2 �"�2 ��ﾂ�4 釘� ��

8 ��15 �"�20 唐�21 免ﾂ�34 鼎r� ��

2 ���5 ��3 ��2 釘�4 �2� ��

12 ��3 ���､1 ��� �"� �� ��

3 ��3 ���5 ���3 �2�10 ��2� ��

3 ��1 免ﾂ�32 �� 

2 ��5 ���3 迭�5 釘�3 途� ��

1 �� ��� ���1 �� ��

5 �"�2 �� ���1 宝�� �� ��

16 釘�28 途�28 湯�42 �#R�29 田�� ��
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平成21年　主要死因の割合

平成21年悪性新生物の部位割合一男一
乳房　胃

人

700

600

500

400

300

200

100

0

平成21年悪性新生物の部位割合一女-

主要死因の年次推移

♂ q@♂+*㌔澄A>Yk♂#.㌔♂･斉㌔㌔

平成21年

年代別主要死因順位

･~■r~悪性新生物

-{ー心疾患

･+脳血管疾患

･+肺炎

i　肝疾患

一一〇･･････不慮の事故

一十一自殺

第1位 ��c(犬�第3位 

0-19歳 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�8��獣�自殺 儻9{h,ﾈ馼ﾌﾂ��8�ｫ2�

20-29歳 俾倅R�悪性新生物.その他全死因 ��IW9�2餮9{h,ﾈ馼ﾌﾂ�

30-39歳 俾倅R�悪性新生物 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�8��獣�

40-49歳 坪柑�ｹ�i�iZ��自殺 僞ﾘﾈﾈｬx�ｫ2�

50-59歳 �ｹ�ｹ�i�iZ��肝疾患 僞ﾘﾈﾈｬx�ｫ2�

60-69歳 �ｹ�ｹ�i�iZ��心疾患 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾉ�8��獣�

70-79歳 �ｹ�ｹ�i�iZ��その他の全死因 ��8�ｫ2�

80歳以上 �ｹ�ｹ�i�iZ��その他の全死因 ��8�ｫ2�
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年齢階層別死産数

母の年齢階層 ��ﾙ�B�自然 ��ﾈﾔ��

総数 鼎��14 �#b�

15歳未満 �� ��

15-19歳 迭� 迭�

20-24歳 澱�1 迭�

25-29歳 迭�2 �2�

30-34歳 湯�5 釘�

35-39歳 免ﾂ�5 澱�

40-44歳 �2�1 �"�

45-49歳 ��� ���

50歳以上 �� ��

死産原因分類(基本分類)

平成21年1月～12月(概数)

児側病態 

総周体先 劔劔 劔凾ｻ の 他 ��ﾂ�ﾔ�����蜥�

死産の原因 剞伯ｏﾍ垂董 劔吸胎 器児 病及 態び 新 坐 児 の 秤 �<��b�甑�b�4倬��,姐��ｫH-���X���蜥�ｯ｢�,��そ常奇 の形 他霊 及 び 染 色 剞_循消びそさ染そ 経環化変のれ色 系器器形他な体の の系系のい異 先のの先も常他 天先先天の他 奇天天奇に 形奇奇形分 形形及類 

総数 �4014 劔 ��14 �- � ��- � �#b�

白 .然 母i死 荏 側 病 人 工 態死 産 不 唳ux��&｢謦韶r��り������9��8刄ｨ�耳/�()eﾒ粤ｲﾒ��8ﾚ隶ﾈ�3ｸ��ﾘｮﾂ羣�������ﾅfﾈ6ﾘ6s�贊ﾇ�ﾇﾈ匀���羇ﾖ犯豫霹Hｸ2���ｸ���2���������貶刪���I�9Dｹeﾒﾘ���-誠繋FS;潔 �� 冉��ぢ泣き-33桜.ミ1を.さ造 M ��¥rSV｡.×. �7ｸ�･�iFｲﾂ�涼0.i. ��幣や �����)U定,H*ｷ�uij���>B� 凵ﾟ-一箪肇- ��

己等招:.≡.ち.■;宗祖第諸芸≡-蓮怒,_三一′ゴトノ…L,ご:喜LS■.蓑.食…星.i萱.㌻*.立Lささご..0.;:;.主…登2-;芸■:-.i.字だ.一芸p;≡書法ー1;..;.,.戻 �+X,�6ﾕ�-�,R�+�� �� �� �� 冤�I���9mcｨ������� �� ��rﾒ�M ���� 

現在の妊娠とは無関係の場合 もありうる母体の病態 釘�4 �� �� 釘� �� �� �� �� 

母体の妊娠合併症 �� �� �� �� �� ��� �� 

胎盤､麟帯及び卵膜の合併症 �"�2 �� �� �"� �� �� �� �� 

その他の分娩合併症 ���1 �� 蔦��� �� �� �� �� 

胎盤又は母乳を介して受けた 有害な影響 �� ��- � �� �� ��- � �� 

病態の記載がないもの 途�7 ��i �� 途� �� ��- � �� 

き.0.沖/i �� 苓刪*H�ｸ��ょ2�����r�� �� �� 免ﾂｲ� 舒ﾈ���(ﾇﾇ餤華b��8蓼ﾜ｢�芳※.≡.■*■淫.■*WS*■-0､ 宗一Y,沖､;.AtO.i.学■÷■■ .曇芋至芸鞍差違蓬.器.. 0.i.ef. ����

現在の妊娠とは無関係の場合 もありうる母体の病態 母体の妊娠合併症 胎盤､厨帯及び卵膜の合併症 ��2� ��i �� �� �� �� ��- �13 

-A- 剪� �� ��

その他の分娩合併症 �� ��l �� �� �� �� �� �� 

胎盤又は母乳を介して受けた 有害な影響 辻��� �� ��- � �� �� �� 

良体保護法による人工死産 母体の病態によらないもの ��"ﾒ���】 �� ��- 剪� �� ��12 

病魔の記載がないもの ��� �� �� ��- 剪� �� ��1 

詳の死産 �� 偖ﾈ爾��� ��- � �� �� �� 
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