



















































































































































































































































































































































	昭和31年　秋田県衛生統計年鑑
	序　文
	凡　例
	第一編　秋田県概況
	保健所管轄区地図
	秋田県、位置、面積
	第１章　県内経済及び県行政の動き
	１．経済の概況
	２．県政の概要

	第２章　気　象
	第３章　市町村合併状況
	第４章　人　口
	第５章　機　構(衛生関係)
	１．衛生行政機構及び事務分掌
	２．衛生関係課の事務分掌

	第６章　予　算
	１．概　要
	２．項目別予算及び決算額


	第二編　衛生行政の概観(記述編)
	第１章　人口動態統計
	１．出　生
	(１)概　況
	(２)季節による観察
	(３)施設の内外別、立会者別の観察
	(４)県内地域別の観察
	(５)母の年令及び出産順位による観察
	(６)母の年令階級別身分別出生数
	(７)再生産の比較

	２．死　産
	(１)概　況
	(２)季節による観察
	(３)施設内外別立会者別の観察
	(４)原因別の観察
	(５)母の年令階級別死産率の観察
	(６)県内地域の観察

	３．死　亡
	(１)概　況
	(２)年令階級別の観察
	(３)施設の内外別による観察
	(４)季節による観察
	(５)県内地域別の観察
	(６)平均寿命(０才)の観察
	(７)原目別死亡の観察
	(イ)概　況
	(ロ)死因順位
	(ハ)年令階級別原因別の観察
	(ニ)県内地域別の観察


	４．乳児死亡
	(１)概　況
	(２)月別乳児死亡の観察
	(３)県内地域別の観察
	(４)日令月令別乳児死亡の観察
	(５)原因別乳児死亡の観察

	５．婚姻及び離婚
	(１)概　況
	(２)季節による観察
	(３)県内地域別の観察
	(４)夫妻の平均初婚年令の観察
	(５)初婚再婚別の観察
	(６)県内地域別平均初婚年令
	(７)夫妻相互の年令階級別婚姻件数
	(８)種契別離婚件数
	(９)継続期間別離婚件数


	第２章　衛生行政事業の概要
	１．環境衛生
	２．食品衛生
	３．乳肉衛生
	４．栄　養
	５．歯科衛生事業
	６．高血圧予防対策
	７．上下小道
	８．母子衛生
	９．優生保護
	(１)優生保護相談及び指導
	(２)優生手術
	(３)人工妊娠中絶

	10．伝染病
	(１)法定伝染病
	(２)届出伝染病及び食中毒
	(３)予防及び防疫
	(イ)予防接種
	(ロ)防　疫
	(ａ)病源体保有者
	(ｂ)細菌性赤痢検索状況

	(ハ)寄生虫及びトラホーム

	(４)性　病
	(５)結　核
	(ａ)概　要
	(ｂ)結核届出患者数
	(ｃ)結核登録患者数
	(ｄ)結核事業

	(６)衛生研究所

	11．医療施設
	(１)施設数と経営主体
	(２)施設別、病床種類別病床数
	(３)規模別、病床数
	(４)病院種類別病室数
	(５)開設資格別、企業組織別、医療施設数
	(６)診療科目数
	(７)設備状況
	(イ)手術室
	(ロ)分べん室
	(ハ)死体解剖室
	(ニ)顕微鏡
	(ホ)ふらん器
	(ヘ)Ｘ線装置
	(ト)歯科診療台数
	(チ)その他の設備

	(８)施設別、業務の種類別従事者数
	(９)県内地域別医療施設の状況
	(イ)施設数
	(ロ)病床数
	(ハ)無医村並びに無歯科医村


	12．医療関係者
	(１)医　師
	(イ)概　要
	(ロ)業務種類別及び従事場所別医師数
	(ハ)年令階級別医師数
	(ニ)免許取得資格別
	(ホ)診療科目
	(ヘ)地域の分布状況

	(２)歯科医師
	(イ)概　要
	(ロ)従業の種別及び医業の場所別歯科医師
	(ハ)年令階級別
	(ニ)免許取得資格別及び経過期間別
	(ホ)県内地域別比較

	(３)薬剤師
	(４)その他の医療関係者
	(５)薬事監視
	(６)温京許可

	13．県立中央病院
	(１)県立病院誕生までの経過
	(２)県立中央病院の建設計画と現在までの進行経過
	(３)平均諸係数調
	(４)決算状況



	附表及び附図(第一、二編)
	附　表
	第１表　昭和31年主要経済指標
	第２表　生産上昇をささえた需要調(％)
	第３表　秋田県の気象平均値
	第４表　秋田測候所気象状況(昭和31年)
	第５表　県内地区別、最高、最低気温(昭和31年)
	第６表　市町村合併一覧表(昭和31年合併分)
	第７表　秋田県人口の動き
	第８表　全口人口推移(年次別)(性別)
	第９表　秋田県人口推移(年次別性別)
	第10表　都道府県別人口(昭和31年10月１日推計)
	第11表　市郡別市町村別、保健所別、世帯数人口面積表(昭和30年10月１日国勢調査)
	第12表　性別、年令階級人口(秋田県)
	第13表　衛生関係機構の変遷
	第14表　機構(昭和31年12月末)
	第15表　保健所一覧
	第16表　衛生関係機関職種別現員調
	第17表　秋田県才入才出決算表(昭和31年)
	第18表　保健衛生費(項目別)(昭和31年)
	第19表　保健衛生費決算額(昭和31年)
	第20表　年次別出生数
	第21表　各国の出生率
	第22表　年次別人工妊娠中絶件数
	第23表　年次別月別出生率
	第24表　年次別、施設の内外別、立会者別出生数
	第25表　市郡別出生数及び施設の内外別出生数
	第26表　母の年令階級別出生数及び出生率
	第27表　出産順位別出生数
	第28表　母の年令階級(５才)別自分別出生数
	第29表　再生産の比較
	第30表　年次別死産胎数
	第31表　年次別、月別、死産別
	第32表　年次別、施設の内外別立会者別死産胎数
	第33表　原因別死産数
	第34表　年次別、母の年令階級別死産数及び率
	第35表　市郡別、死産数及び率
	第36表　年次別死亡数及び死亡率
	第37表　各国の死亡率比較
	第38表　性年令階級別死亡率及び死亡率指数
	第39表　施設内外別死亡数
	第40表　年次別、月別、死亡率
	第41表　市郡別死亡数及び死亡率比較表
	第42表　各国平均余命比較表
	第43表　増減死因
	第44表　主要死因別死亡数及び率
	第45表　年令階級別死因順位
	第46表　年次別、年令階級別、主要死因別死亡率
	第47表　市郡別、主要死因別死亡数及び率
	第48表　年次別乳児死亡数及び率
	第49表　主要乳児死亡率の国別比較
	第50表　年次別、月別、乳児死亡率
	第51表　市郡別乳児死亡数及び率
	第52表　年次別、日令、月令別乳児死亡率
	第53表　乳児特定死因別死亡数及び率
	第54表　婚姻及び離婚の年次推移
	第55表　月別婚姻及び離婚率
	第56表　市郡別婚姻、離婚件数
	第57表　夫妻の平均初婚年令
	第58表　平均婚婚年令、初婚者、再婚者数
	第59表　市郡別夫妻の平均婚婚年令比較数
	第60表　夫妻相互の年令階級別婚姻件数
	第61表　夫妻相互の年令階級別離婚件数
	第62表　種類別離婚件数
	第63表　婚姻継続期間別離婚件数
	第64表　環境衛生指導員による現地指導回数
	第65表　指導監視延件数
	第66表　食品関係営業、施設数
	第67表　食品営業施設数、監視件数
	第68表　食品の収売試験
	第69表　乳工人場、乳処理量
	第70表　と場内と殺頭数、体重、肉量
	第71表　と畜検査の結果に基づく処分頭数、肉量
	第72表　国民栄養調査結果表
	(その１)一人一日栄養摂取量
	(その２)一人一日食品群別摂取量
	(その３)身体にあらわれた栄養状態(％)

	第73表　栄養相談、指導件数
	第74表　歯科衛生事業
	第75表　保健所別水道数
	第76表　母子衛生保健指導
	第77表　優生手術
	(その１)年次別性別、優生手術実数
	(その２)該当種別
	(その３)年令階級別(年次別)

	第78表　人工妊娠中絶
	(その１)年次別人工妊娠中絶
	(その２)年次別、年令階級別人工妊娠中絶率
	(その３)該当種別
	(その４)妊娠月数別

	第79表　保健所別、優生手術及び人工妊娠中絶数
	第80表　年次別法定伝染病患者数及び率
	第81表　年次別届出伝染病、結核患者数及び羅患率
	第82表　予防接種人員
	第83表　年次別性病患者数及び羅患率
	第84表　届出結核患者数
	第85表　保健所別結核登録患者数
	第86表　検診内容別、保健診断実施状況
	第87表　公費負担
	第88表　結核予防法指定医療機関
	第87表　細菌検査成績表
	第88表　年次別医療施設数及び病床数
	第89表　経営主体別、施設数及び病床数
	第90表　年次別病院床種別病床数
	第91表　規模別病床数
	第92表　病院種別病室数
	第93表　開設者資格別医療施設数
	第94表　企業組織別医療施設各
	第95表　施設種別、標ぼう診療科目数
	第96表　施設別設備有施設数
	第97表　業務の種別従事者数
	第98表　市郡別医療施設数及び病床数
	第99表　年次別医師数
	第100表　業務種別の年次推移
	第101表　従事場所別年次推移
	第102表　各国診療従事医師数
	第103表　年令階級別医師数
	第104表　登録経過期間別医師数
	第105表　標ぼう科目延数
	第106表　市郡別医師数
	第107表　年次別歯科医師数
	第108表　年次別、業務種別歯科医師数
	第109表　年令階級別歯科医師数
	第110表　市郡別歯科医師数
	第111表　薬剤師の年次推移
	第112表　年令階級別薬剤師数
	第113表　市郡別薬剤師数
	第114表　その他の医療関係者
	第115表　薬事監視成績
	第116表　地区別温泉数及び湧出量
	第117表　第一期工事の規模及び事業費
	第118表　第二期工事の規模及び事業費
	第119表　秋田県立中央病院現況調
	(その１)建物
	(その２)診療科目
	(その３)従業員数
	(その４)未収金収入歩合

	第122表　平均諸係数調
	第123表　最近の決算状況

	附　図
	第１図　年令階級別人口比較表(昭和30年10月１日１％推計)
	第２図　都道府県別出生率
	第３図　出生率の季節変動
	第４図　市郡別出生率
	第５図　年令階級別出生率
	第６図　出産順位別出生率
	第７図　都道府県別死産率
	第８図　死産率の季節変動
	第９図　母の年令階級別死産率
	第10図　市郡別死産率比較
	第11図　都道府県死亡率
	第12図　年令階級別死亡率
	第13図　死亡率の季節変動
	第14図　市郡別死亡率比較
	第15図　主要死因別死亡率比較図
	第16図　中枢神経系の血管損傷
	第17図　悪性新生物
	第18図　全心臓の疾患
	第19図　肺炎及び気管支炎
	第20図　全結核
	第21図　不慮の事故
	第22図　都道府県別乳児死亡率
	第23図　乳児死亡率の季節変動
	第24図　市郡別乳児死亡率
	第25図　月令別乳児死亡率
	第26図　都道府県別婚姻率
	第27図　都道府県別離婚率
	第28図　婚姻率の季節変動
	第29図　離婚率の季節変動
	第30図　年次別優生手術、及び人工妊娠中絶率
	第31図　年令階級別人工妊娠中絶率
	第32図　法定伝染病年次推移
	第33図　月別羅患率
	第34図　主要届出伝染病年次推移
	第35図　年次別医療施設数
	第36図　年次別、施設別病床数
	第37図　経営主体別の割合
	第38図　種類別病床数
	第39図　従事者の割合
	第40図　病院数(市郡別)
	第41図　歯科診療所(市郡別)
	第42図　一般診療所(市郡別)
	第43図　総病床数(市郡別)
	第44図　業務種別医師の割合
	第45図　従事場所別医師の割合


	第三編　統計資料編
	第一節　人口動態統計
	第１章　人口動態総括
	第１表　簡易生命表(昭和31年)(秋田県)
	第２表　人口動態実数率(年次別)(全国)
	第３表　人口動態実数率(年次別)(秋田)
	第４表　人口動態総員(都道府県別)(昭和31年)
	第５表　月別人口動態実数、率(昭和31年)(秋田)
	第６表　市郡別人口動態実数、率(昭和31年)(秋田)
	第７表　施設の内外別人口動態実数、率(昭和31年)(秋田)
	第８表　人口動態実数、率(市町村別)(昭和31年)
	第９表　特定図の人口、出生、死亡、乳児死亡率(昭和30年)

	第２章　出産統計
	第10表　都道府県別出生率(年次別)
	第11表　母の年令別、身分別出生児数
	第12表　母の年令別性別、出生順位別出生数
	第13表　市郡別出産順位別出生数
	第14表　市郡別年令階級別出生数
	第15表　市郡別妊娠月数別出生数
	第16表　市郡別妊娠月数別未熟児出生数
	第17表　市郡別身分出生数
	第18表　妊娠月数別性別、体重別出生数
	第19表　市郡別体重別出生数
	第20表　市郡別妊娠月数別自然人工別死産胎数
	第21表　妊娠月数別自然人工別、死産原因別死産胎数
	第22表　市郡別保健所別原因別死産胎数
	第23表　母の年令階級別出産順位別死産数

	第３章　死因統計
	第24表　特定国の死亡率(死因別)
	第25表　特定死因の死亡者数、死亡率(年次別)
	第26表　特定死因別、死亡率(年次別)
	第27表　特定死因別死亡者数(都道府県別)
	第28表　月別死因(簡単)分類別死亡者数、死亡率
	ａ．実　数
	ｂ．死亡率

	第29表　市郡別死因(簡単)分類別死亡者数、死亡率
	ａ．実　数
	ｂ．死亡率

	第30表　市郡別年令階級別死亡者数
	第31表　年令階級別、性別、死因(特定)別死者数、死亡率
	ａ．実　数
	ｂ．死亡率

	第32表　市郡別年令階級別、特定死因別死亡者数
	第33表　市郡別、職産業(大分類)別死亡者数
	第34表　市町村別特定死因別死亡者数、死亡率
	第35表　都道府県別死亡率(年次別)

	第４章　乳児死亡統計
	第36表　年次別、都道府県別乳児死亡率
	第37表　市郡別特定死因別乳児死亡者数、死亡率
	ａ．実　数
	ｂ．死亡率

	第38表　市郡別乳児特定死因別死亡者数、死亡率
	第39表　年次別、日令、月令別、性別乳児死亡者数、死亡率

	第５章　婚姻及び離婚統計
	第40表　特定国の婚姻及び離婚率
	第41表　市郡別、氏種別、婚姻数
	第42表　都道府県別婚姻数
	第43表　都道府県別離婚率
	第44表　平均婚姻年令、初婚者再婚者別、夫妻の年令別婚姻数(市郡別)
	第45表　夫妻相互の年令(５才)階級別、初婚、再婚別、婚姻件数
	第46表　平均婚姻年令、初婚者再婚者数(年令各才別)(昭和30年)
	第47表　夫妻の年令別離婚件数(市郡別)
	第48表　夫妻の年令別(５才階級)離婚数(市郡別)
	第49表　夫妻相互の年令(５才階級)別離婚数
	第50表　継続期間別離婚数(市郡別)
	第51表　種類別継続期間別離婚数


	第二節　伝染病統計
	第52表　年次別、法定伝染病及び食中毒患者数羅患率
	第53表　都道府県別、法定伝染病及び食中毒患者数
	第54表　月別法定伝染病及び食中毒患者死者数
	第55表　市郡別法定伝染病及び食中毒患死者数
	第56表　保健所別、法定伝染病及び食中毒患死者数
	第57表　市郡別法定伝染病及び食中毒患者数、諸率
	第58表　都道府県別、届出伝染病、結核性病患者数、羅患率
	第59表　月別届出伝染病及び結核患者数
	第60表　市郡別届出伝染病及び結核患者数
	第61表　保健所別、届出伝染病及び結核患者数
	第62表　月別性病患者数
	第63表　保健所別性病患者数
	第64表　市郡別性病患者数

	第三節　保健所事業統計
	第65表　保健所活動による取扱総数、保健所１か所１か月平均数
	第66表　保健所事業成績
	(その１)環境衛生、食品衛生
	(その２)食品衛生
	(その３)食品衛生、予防
	(その４)予防、性病予防、予防接種
	(その５)予防接種、結核予防、Ｘ線撮影
	(その６)母子衛生
	(その７)母子衛生、歯科衛生
	(その８)栄養、保健婦、医療社会事業
	(その９)医療社会事業、衛生教育、試験検査
	(その10)乳肉関係
	(その11)乳肉関係
	(その12)乳肉関係


	第四節　公衆衛生及び予防統計
	第67表　優生手術
	(その１)年令階級別、該当種別、優生手術実施数
	(その２)保健所別、月別、優生手術実施件数
	(その３)保健所別、年令階級別、優生手術実施件数

	第68表　人工妊娠中絶
	(その１)該当種別、年令階級別人工妊娠中絶
	(その２)妊娠月数別人工妊娠中絶
	(その３)保健所別、月別、人工妊娠中絶
	(その４)保健所別、年令階級別人工妊娠中絶数
	(その５)保健所別、該当種別人工妊娠中絶数
	(その６)保健所別、妊娠月数別、人工妊娠中絶数

	第69表　へい獣
	(その１)へい獣化製場
	(その２)へい獣取扱場

	第70表　と場と畜
	(その１)と場
	(その２)自家用と殺

	第71表　興行場
	第72表　ホテル、旅館、下宿
	第73表　公衆浴場
	第74表　理髪及び美容
	第75表　クリーニング
	第76表　墓地火葬場及び納骨室
	第77表　埋火葬
	第78表　精神衛生
	(その１)精神障害者指導状況
	(その２)精神障害者鑑定状況

	第79表　らい予防事業成績
	第80表　結核予防法指定医療機関数
	第81表　水道
	(その１)水道利用人口
	(その２)保健所別水道施設数及び利用人口


	第五節　医療施設統計
	第82表　施設数、病床数、施設の種類(都道府県別)
	第83表　施設種別、業務の種別、従事者数率
	第84表　施設種別、設備状況(全国)
	第85表　施設種別、設備状況(秋田)
	第86表　市郡別、保健所別、医療施設及び病床数
	第87表　市郡別、保健所別、病床数及び規模別病院数
	第88表　市郡別、保健所別医療施設従事者数(全施設)
	(ａ)　実　数
	(ｂ)　率

	第89表　市郡別保健所別設備状況(全施設)
	(ａ)　実　数
	(ｂ)　率

	第90表　社会保険の診療指定状況
	第91表　市町村別医療施設数及び病床数
	第92表　病院利用状況
	(その１)　病床種類別、在院患者延数、新入院患者数、退院患者数


	第六節　医事、薬事統計
	第93表　医師、歯科医師、薬剤師数(都道府県別)
	第94表　市郡別、保健所別、免許取得資格別医師数
	第95表　市郡別保健所別従業の種類別及び医業従事場所別医師数
	第96表　標ぼう診療科目数
	第97表　市郡別年令階級別医師数
	第98表　市郡別資格取得資格経過期間別医師数
	第99表　市郡別保健所別、従業の種類及び歯科医業に従事する場所別歯科医師数
	第100表　市郡別保健所別免許取得資格別歯科医師数
	第101表　市郡別年令階級別歯科医師数
	第102表　市郡別資格取得経過期間別歯科医師数
	第103表　市郡別保健所別、免許取得資格別薬剤数
	第104表　市郡別年令階級別薬剤師数
	第105表　市郡別資格取得経過期間別薬剤師数
	第106表　出身地別医師、歯科医師、薬剤師数
	第107表　保健婦(就業場所別)
	第108表　助産婦(就業場所別)
	第109表　看護婦、看護人(就業場所別)
	第110表　栄養(免許取得資格別)
	第111表　歯科衛生士
	第112表　はり、きゅう師、柔道整復師
	第113表　薬局
	第114表　毒物劇物営業取締成績
	第115表　薬事監視成績
	第116表　毒物又は劇物の営業及び事業管理人

	附　図
	第１図　特定死因の年次推移(秋田県)




