
 
 

 

自社開発したシステムを利用した二次医療圏域人口集計について 

 

2022年 7月 20日(水) 

 

平素より弊社事業につきまして、ご理解とご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

医療の特徴に科学性や侵襲性などがありますが『地域性』も大きな特徴であり、通勤圏を超えての救急搬送

や通院は多くありません。 

医療の地域性を見る上で重要な制度として『二次医療圏』があります。いくつかの自治体を 1つの圏域とし

ている制度ですが、この圏域ごとの医療機関数や人口などは地域の医療需給を見る上で重要であると考えられ

ます。このたび弊社では、この二次医療圏と人口をまとめた一覧表を制作しました。 

人口は令和 2 年国勢調査と平成 27 年国勢調査の 2 回分をまとめており、この間の人口変動を比較すること

ができます。令和 2 年国勢調査で人口が最も多かったのは神奈川県横浜医療圏で約 378 万人、最少は約 2 万

人の島根県隠岐医療圏、次いで長崎県の上五島医療圏でした。この離島を抱える 2つの医療圏では前回の平成

27年国勢調査よりも人口が減少していました。 

医療・ヘルスケアビジネスの創成を検討する場合、地域が持つ課題を解決することが市場形成にプラスとな

ることがあります。地域が持つ様々な課題を顕在化するために本データは活用できると考えております。弊社

中核事業であります医工連携事業化推進コンサルティングサービスの現場で情報提供して参ります。 

『データは二次活用されて価値が高まる』と考える弊社は、データが広く活用される事を願い基盤となるデ

ータベースの強化を図っております。今後も新たなデータベースの構築に努めて参ります。 

 

記 

標 題 ： 自社開発したシステムを利用した二次医療圏域人口集計について 

方 法 ： 自社独自開発した集計システムにより二次医療圏と国勢調査データを結合し Excelデータ化 

  

 

ウェブデータベースの表示例 

時 期 ： 2022年 7月 20日 0時より提供 

問合先 ： ＮＥＳ株式会社 お客様係 ｉｎｆｏ＠２４ｍｅｄ３６５．ｎｅｔ 

以上 



1/8 二次医療圏域人口 令和2元国勢調査

都道府県 二次医療圏 コード 圏内人口 名称

北海道 南渡島 0101 359,223 北海道南渡島

北海道 南檜山 0102 21,139 北海道南檜山

北海道 北渡島檜山 0103 33,405 北海道北渡島檜山

北海道 札幌 0104 2,396,732 北海道札幌

北海道 後志 0105 198,888 北海道後志

北海道 南空知 0106 152,486 北海道南空知

北海道 中空知 0107 99,784 北海道中空知

北海道 北空知 0108 29,694 北海道北空知

北海道 西胆振 0109 176,606 北海道西胆振

北海道 東胆振 0110 205,748 北海道東胆振

北海道 日高 0111 63,372 北海道日高

北海道 上川中部 0112 381,296 北海道上川中部

北海道 上川北部 0113 60,763 北海道上川北部

北海道 富良野 0114 39,894 北海道富良野

北海道 留萌 0115 43,050 北海道留萌

北海道 宗谷 0116 62,140 北海道宗谷

北海道 北網 0117 208,460 北海道北網

北海道 遠紋 0118 64,902 北海道遠紋

北海道 十勝 0119 332,648 北海道十勝

北海道 釧路 0120 222,613 北海道釧路

北海道 根室 0121 71,771 北海道根室

青森県 津軽地域 0201 275,508 青森県津軽地域

青森県 八戸地域 0202 310,282 青森県八戸地域

青森県 青森地域 0203 295,593 青森県青森地域

青森県 西北五地域 0204 120,470 青森県西北五地域

青森県 上十三地域 0205 167,931 青森県上十三地域

青森県 下北地域 0206 68,200 青森県下北地域

岩手県 盛岡 0301 463,186 岩手県盛岡

岩手県 岩手中部 0302 216,738 岩手県岩手中部

岩手県 胆江 0303 128,472 岩手県胆江

岩手県 両磐 0304 119,184 岩手県両磐

岩手県 気仙 0305 58,035 岩手県気仙

岩手県 釜石 0306 43,082 岩手県釜石

岩手県 宮古 0307 76,474 岩手県宮古

岩手県 久慈 0308 54,557 岩手県久慈

岩手県 二戸 0309 50,806 岩手県二戸

宮城県 仙南 0401 166,529 宮城県仙南

宮城県 仙台 0403 1,540,389 宮城県仙台

宮城県 大崎・栗原 0406 259,990 宮城県大崎・栗原

宮城県 石巻・登米・気仙沼 0409 335,088 宮城県石巻・登米・気仙沼

秋田県 大館・鹿角 0501 103,105 秋田県大館・鹿角

秋田県 北秋田 0502 32,261 秋田県北秋田

秋田県 能代・山本 0503 74,695 秋田県能代・山本
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都道府県 二次医療圏 コード 圏内人口 名称

秋田県 秋田周辺 0504 386,244 秋田県秋田周辺

秋田県 由利本荘・にかほ 0505 98,142 秋田県由利本荘・にかほ

秋田県 大仙・仙北 0506 120,880 秋田県大仙・仙北

秋田県 横手 0507 85,555 秋田県横手

秋田県 湯沢・雄勝 0508 58,620 秋田県湯沢・雄勝

山形県 村山 0601 531,855 山形県村山

山形県 最上 0602 70,922 山形県最上

山形県 置賜 0603 201,846 山形県置賜

山形県 庄内 0604 263,404 山形県庄内

福島県 県北 0701 465,894 福島県県北

福島県 県中 0702 519,577 福島県県中

福島県 県南 0703 138,770 福島県県南

福島県 相双 0706 119,577 福島県相双

福島県 いわき 0707 332,931 福島県いわき

福島県 会津・南会津 0708 256,403 福島県会津・南会津

茨城県 水戸 0801 457,941 茨城県水戸

茨城県 日立 0802 244,008 茨城県日立

茨城県 常陸太田・ひたちなか 0803 351,579 茨城県常陸太田・ひたちなか

茨城県 鹿行 0804 268,146 茨城県鹿行

茨城県 土浦 0805 255,222 茨城県土浦

茨城県 つくば 0806 352,362 茨城県つくば

茨城県 取手・竜ヶ崎 0807 459,781 茨城県取手・竜ヶ崎

茨城県 筑西・下妻 0808 254,067 茨城県筑西・下妻

茨城県 古河・坂東 0809 223,903 茨城県古河・坂東

栃木県 県北 0901 366,604 栃木県県北

栃木県 県西 0902 171,694 栃木県県西

栃木県 宇都宮 0903 518,757 栃木県宇都宮

栃木県 県東 0904 138,202 栃木県県東

栃木県 県南 0905 476,915 栃木県県南

栃木県 両毛 0906 260,974 栃木県両毛

群馬県 前橋 1001 332,149 群馬県前橋

群馬県 渋川 1002 110,589 群馬県渋川

群馬県 伊勢崎 1003 247,904 群馬県伊勢崎

群馬県 高崎・安中 1004 427,880 群馬県高崎・安中

群馬県 藤岡 1005 66,034 群馬県藤岡

群馬県 富岡 1006 68,124 群馬県富岡

群馬県 吾妻 1007 51,619 群馬県吾妻

群馬県 沼田 1008 76,958 群馬県沼田

群馬県 桐生 1009 156,093 群馬県桐生

群馬県 太田・館林 1010 401,760 群馬県太田・館林

埼玉県 南部 1101 809,456 埼玉県南部

埼玉県 南西部 1102 730,325 埼玉県南西部

埼玉県 東部 1103 1,155,470 埼玉県東部
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都道府県 二次医療圏 コード 圏内人口 名称

埼玉県 さいたま 1104 1,324,025 埼玉県さいたま

埼玉県 県央 1105 528,558 埼玉県県央

埼玉県 川越比企 1106 793,673 埼玉県川越比企

埼玉県 西部 1107 771,746 埼玉県西部

埼玉県 利根 1108 635,455 埼玉県利根

埼玉県 北部 1109 501,367 埼玉県北部

埼玉県 秩父 1110 94,690 埼玉県秩父

千葉県 千葉 1201 974,951 千葉県千葉

千葉県 東葛南部 1202 1,796,572 千葉県東葛南部

千葉県 東葛北部 1203 1,407,697 千葉県東葛北部

千葉県 印旛 1204 718,337 千葉県印旛

千葉県 香取海匝 1205 262,351 千葉県香取海匝

千葉県 山武長生夷隅 1206 410,235 千葉県山武長生夷隅

千葉県 安房 1207 120,093 千葉県安房

千葉県 君津 1208 324,720 千葉県君津

千葉県 市原 1209 269,524 千葉県市原

東京都 区中央部 1301 947,858 東京都区中央部

東京都 区南部 1302 1,170,569 東京都区南部

東京都 区西南部 1303 1,475,635 東京都区西南部

東京都 区西部 1304 1,285,373 東京都区西部

東京都 区西北部 1305 1,993,903 東京都区西北部

東京都 区東北部 1306 1,365,611 東京都区東北部

東京都 区東部 1307 1,494,327 東京都区東部

東京都 西多摩 1308 379,043 東京都西多摩

東京都 南多摩 1309 1,440,971 東京都南多摩

東京都 北多摩西部 1310 658,632 東京都北多摩西部

東京都 北多摩南部 1311 1,061,790 東京都北多摩南部

東京都 北多摩北部 1312 749,421 東京都北多摩北部

東京都 島しょ 1313 24,461 東京都島しょ

神奈川県 川崎北部 1404 870,495 神奈川県川崎北部

神奈川県 川崎南部 1405 667,767 神奈川県川崎南部

神奈川県 横須賀・三浦 1406 691,582 神奈川県横須賀・三浦

神奈川県 湘南東部 1407 727,642 神奈川県湘南東部

神奈川県 湘南西部 1408 581,839 神奈川県湘南西部

神奈川県 県央 1409 858,535 神奈川県県央

神奈川県 相模原 1410 725,493 神奈川県相模原

神奈川県 県西 1411 336,493 神奈川県県西

神奈川県 横浜 1412 3,777,491 神奈川県横浜

新潟県 下越 1501 200,610 新潟県下越

新潟県 新潟 1502 887,561 新潟県新潟

新潟県 県央 1503 216,216 新潟県県央

新潟県 中越 1504 430,288 新潟県中越

新潟県 魚沼 1505 155,910 新潟県魚沼
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都道府県 二次医療圏 コード 圏内人口 名称

新潟県 上越 1506 259,195 新潟県上越

新潟県 佐渡 1507 51,492 新潟県佐渡

富山県 新川 1601 115,093 富山県新川

富山県 富山 1602 493,562 富山県富山

富山県 高岡 1603 301,085 富山県高岡

富山県 砺波 1604 125,074 富山県砺波

石川県 南加賀 1701 224,094 石川県南加賀

石川県 石川中央 1702 729,320 石川県石川中央

石川県 能登中部 1703 117,998 石川県能登中部

石川県 能登北部 1704 61,114 石川県能登北部

福井県 福井・坂井 1801 397,298 福井県福井・坂井

福井県 奥越 1802 53,436 福井県奥越

福井県 丹南 1803 181,456 福井県丹南

福井県 嶺南 1804 134,673 福井県嶺南

山梨県 中北 1901 459,608 山梨県中北

山梨県 峡東 1902 129,619 山梨県峡東

山梨県 峡南 1903 47,836 山梨県峡南

山梨県 富士・東部 1904 172,911 山梨県富士・東部

長野県 佐久 2001 204,416 長野県佐久

長野県 上小 2002 193,898 長野県上小

長野県 諏訪 2003 193,838 長野県諏訪

長野県 上伊那 2004 179,892 長野県上伊那

長野県 飯伊 2005 155,346 長野県飯伊

長野県 木曽 2006 25,476 長野県木曽

長野県 松本 2007 423,668 長野県松本

長野県 大北 2008 56,232 長野県大北

長野県 長野 2009 532,702 長野県長野

長野県 北信 2010 82,543 長野県北信

岐阜県 岐阜 2101 793,551 岐阜県岐阜

岐阜県 西濃 2102 358,439 岐阜県西濃

岐阜県 中濃 2103 364,282 岐阜県中濃

岐阜県 東濃 2104 323,574 岐阜県東濃

岐阜県 飛騨 2105 138,896 岐阜県飛騨

静岡県 賀茂 2201 59,546 静岡県賀茂

静岡県 熱海伊東 2202 99,699 静岡県熱海伊東

静岡県 駿東田方 2203 640,096 静岡県駿東田方

静岡県 富士 2204 373,497 静岡県富士

静岡県 静岡 2205 693,389 静岡県静岡

静岡県 志太榛原 2206 452,533 静岡県志太榛原

静岡県 中東遠 2207 465,839 静岡県中東遠

静岡県 西部 2208 848,603 静岡県西部

愛知県 海部 2302 325,234 愛知県海部

愛知県 尾張東部 2304 475,816 愛知県尾張東部
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都道府県 二次医療圏 コード 圏内人口 名称

愛知県 尾張西部 2305 514,824 愛知県尾張西部

愛知県 尾張北部 2306 735,278 愛知県尾張北部

愛知県 知多半島 2307 628,495 愛知県知多半島

愛知県 西三河北部 2308 484,282 愛知県西三河北部

愛知県 西三河南部西 2309 701,627 愛知県西三河南部西

愛知県 西三河南部東 2310 427,103 愛知県西三河南部東

愛知県 東三河北部 2311 52,751 愛知県東三河北部

愛知県 東三河南部 2312 695,479 愛知県東三河南部

愛知県 名古屋・尾張中部 2313 2,501,526 愛知県名古屋・尾張中部

三重県 北勢 2401 833,025 三重県北勢

三重県 中勢伊賀 2402 439,690 三重県中勢伊賀

三重県 南勢志摩 2403 432,318 三重県南勢志摩

三重県 東紀州 2404 65,221 三重県東紀州

滋賀県 大津 2501 345,070 滋賀県大津

滋賀県 湖南 2502 346,482 滋賀県湖南

滋賀県 甲賀 2503 142,818 滋賀県甲賀

滋賀県 東近江 2504 226,694 滋賀県東近江

滋賀県 湖東 2505 155,308 滋賀県湖東

滋賀県 湖北 2506 150,861 滋賀県湖北

滋賀県 湖西 2507 46,377 滋賀県湖西

京都府 丹後 2601 89,638 京都府丹後

京都府 中丹 2602 189,488 京都府中丹

京都府 南丹 2603 130,710 京都府南丹

京都府 京都・乙訓 2604 1,617,143 京都府京都・乙訓

京都府 山城北 2605 429,990 京都府山城北

京都府 山城南 2606 121,118 京都府山城南

大阪府 豊能 2701 1,056,344 大阪府豊能

大阪府 三島 2702 758,811 大阪府三島

大阪府 北河内 2703 1,139,459 大阪府北河内

大阪府 中河内 2704 827,357 大阪府中河内

大阪府 南河内 2705 592,506 大阪府南河内

大阪府 堺市 2706 826,161 大阪府堺市

大阪府 泉州 2707 884,635 大阪府泉州

大阪府 大阪市 2708 2,752,412 大阪府大阪市

兵庫県 神戸 2801 1,525,152 兵庫県神戸

兵庫県 東播磨 2804 716,073 兵庫県東播磨

兵庫県 北播磨 2805 264,135 兵庫県北播磨

兵庫県 但馬 2808 157,989 兵庫県但馬

兵庫県 丹波 2809 101,082 兵庫県丹波

兵庫県 淡路 2810 127,340 兵庫県淡路

兵庫県 阪神 2811 1,754,911 兵庫県阪神

兵庫県 播磨姫路 2812 818,320 兵庫県播磨姫路

奈良県 奈良 2901 354,630 奈良県奈良
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奈良県 東和 2902 198,650 奈良県東和

奈良県 西和 2903 338,775 奈良県西和

奈良県 中和 2904 367,425 奈良県中和

奈良県 南和 2905 64,993 奈良県南和

和歌山県 和歌山 3001 413,354 和歌山県和歌山

和歌山県 那賀 3002 112,783 和歌山県那賀

和歌山県 橋本 3003 83,611 和歌山県橋本

和歌山県 有田 3004 69,699 和歌山県有田

和歌山県 御坊 3005 60,324 和歌山県御坊

和歌山県 田辺 3006 120,871 和歌山県田辺

和歌山県 新宮 3007 61,942 和歌山県新宮

鳥取県 東部 3101 224,492 鳥取県東部

鳥取県 中部 3102 99,193 鳥取県中部

鳥取県 西部 3103 229,722 鳥取県西部

島根県 松江 3201 240,678 島根県松江

島根県 雲南 3202 52,433 島根県雲南

島根県 出雲 3203 172,775 島根県出雲

島根県 大田 3204 50,612 島根県大田

島根県 浜田 3205 77,551 島根県浜田

島根県 益田 3206 57,955 島根県益田

島根県 隠岐 3207 19,122 島根県隠岐

岡山県 県南東部 3301 916,760 岡山県県南東部

岡山県 県南西部 3302 697,598 岡山県県南西部

岡山県 高梁・新見 3303 57,151 岡山県高梁・新見

岡山県 真庭 3304 43,538 岡山県真庭

岡山県 津山・英田 3305 173,385 岡山県津山・英田

広島県 広島 3401 1,366,912 広島県広島

広島県 広島西 3402 140,492 広島県広島西

広島県 呉 3403 236,522 広島県呉

広島県 広島中央 3404 227,759 広島県広島中央

広島県 尾三 3405 236,868 広島県尾三

広島県 福山・府中 3406 506,835 広島県福山・府中

広島県 備北 3407 84,314 広島県備北

山口県 岩国 3501 135,159 山口県岩国

山口県 柳井 3502 74,336 山口県柳井

山口県 周南 3503 243,225 山口県周南

山口県 山口・防府 3504 307,945 山口県山口・防府

山口県 宇部・小野田 3505 246,143 山口県宇部・小野田

山口県 下関 3506 255,051 山口県下関

山口県 長門 3507 32,519 山口県長門

山口県 萩 3508 47,681 山口県萩

徳島県 東部 3601 509,036 徳島県東部

徳島県 南部 3603 137,526 徳島県南部
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徳島県 西部 3605 72,997 徳島県西部

香川県 小豆 3702 26,716 香川県小豆

香川県 東部 3706 522,759 香川県東部

香川県 西部 3707 400,769 香川県西部

愛媛県 宇摩 3801 82,754 愛媛県宇摩

愛媛県 新居浜・西条 3802 220,729 愛媛県新居浜・西条

愛媛県 今治 3803 158,181 愛媛県今治

愛媛県 松山 3804 637,742 愛媛県松山

愛媛県 八幡浜・大洲 3805 131,669 愛媛県八幡浜・大洲

愛媛県 宇和島 3806 103,766 愛媛県宇和島

高知県 安芸 3901 43,666 高知県安芸

高知県 中央 3902 516,816 高知県中央

高知県 高幡 3903 50,797 高知県高幡

高知県 幡多 3904 80,248 高知県幡多

福岡県 福岡・糸島 4001 1,711,269 福岡県福岡・糸島

福岡県 粕屋 4002 292,856 福岡県粕屋

福岡県 宗像 4003 164,128 福岡県宗像

福岡県 筑紫 4004 439,695 福岡県筑紫

福岡県 朝倉 4005 81,763 福岡県朝倉

福岡県 久留米 4006 452,986 福岡県久留米

福岡県 八女・筑後 4007 129,404 福岡県八女・筑後

福岡県 有明 4008 211,617 福岡県有明

福岡県 飯塚 4009 174,715 福岡県飯塚

福岡県 直方・鞍手 4010 104,741 福岡県直方・鞍手

福岡県 田川 4011 117,958 福岡県田川

福岡県 北九州 4012 1,070,780 福岡県北九州

福岡県 京築 4013 183,302 福岡県京築

佐賀県 中部 4101 342,893 佐賀県中部

佐賀県 東部 4102 126,243 佐賀県東部

佐賀県 北部 4103 122,982 佐賀県北部

佐賀県 西部 4104 71,639 佐賀県西部

佐賀県 南部 4105 147,685 佐賀県南部

長崎県 長崎 4201 505,512 長崎県長崎

長崎県 佐世保県北 4202 307,771 長崎県佐世保県北

長崎県 県央 4203 264,638 長崎県県央

長崎県 県南 4204 126,764 長崎県県南

長崎県 五島 4206 34,391 長崎県五島

長崎県 上五島 4207 19,791 長崎県上五島

長崎県 壱岐 4208 24,948 長崎県壱岐

長崎県 対馬 4209 28,502 長崎県対馬

熊本県 宇城 4302 102,546 熊本県宇城

熊本県 有明 4303 153,862 熊本県有明

熊本県 鹿本 4304 49,025 熊本県鹿本
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熊本県 菊池 4305 186,712 熊本県菊池

熊本県 阿蘇 4306 58,703 熊本県阿蘇

熊本県 八代 4308 134,161 熊本県八代

熊本県 芦北 4309 43,492 熊本県芦北

熊本県 球磨 4310 81,480 熊本県球磨

熊本県 天草 4311 107,460 熊本県天草

熊本県 熊本・上益城 4312 820,860 熊本県熊本・上益城

大分県 東部 4401 199,000 大分県東部

大分県 中部 4403 560,644 大分県中部

大分県 南部 4405 66,851 大分県南部

大分県 豊肥 4406 54,027 大分県豊肥

大分県 西部 4408 85,584 大分県西部

大分県 北部 4409 157,746 大分県北部

宮崎県 宮崎東諸県 4501 426,671 宮崎県宮崎東諸県

宮崎県 都城北諸県 4502 186,231 宮崎県都城北諸県

宮崎県 延岡西臼杵 4503 137,143 宮崎県延岡西臼杵

宮崎県 日南串間 4504 67,670 宮崎県日南串間

宮崎県 西諸 4505 69,947 宮崎県西諸

宮崎県 西都児湯 4506 96,091 宮崎県西都児湯

宮崎県 日向入郷 4507 85,823 宮崎県日向入郷

鹿児島県 鹿児島 4601 668,916 鹿児島県鹿児島

鹿児島県 南薩 4603 125,011 鹿児島県南薩

鹿児島県 川薩 4605 112,646 鹿児島県川薩

鹿児島県 出水 4606 80,969 鹿児島県出水

鹿児島県 姶良・伊佐 4607 233,055 鹿児島県姶良・伊佐

鹿児島県 曽於 4609 75,024 鹿児島県曽於

鹿児島県 肝属 4610 148,804 鹿児島県肝属

鹿児島県 熊毛 4611 39,550 鹿児島県熊毛

鹿児島県 奄美 4612 104,281 鹿児島県奄美

沖縄県 北部 4701 100,751 沖縄県北部

沖縄県 中部 4702 518,742 沖縄県中部

沖縄県 南部 4703 740,743 沖縄県南部

沖縄県 宮古 4704 53,989 沖縄県宮古

沖縄県 八重山 4705 53,255 沖縄県八重山
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