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診療科別の需給推計に用いたデータ等

参考資料２
令和４年度
第２回三重県地域医療対策協議会
令和４年12月12日



需要推計

2



医師数の供給推計に用いたデータ供給推計

3（注）本資料は公表可能なものを掲載している

○　新規養成数の推計（診療科別）

内科 小児科 皮膚科 精神科 外科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科 麻酔科 病理
32 5 3 3 12 7 6 5 2 4 3 4 5 2
26 4 3 2 9 5 5 4 1 3 2 3 4 2

臨床検査 救急科 形成外科※2 リハビリテーション科 総合診療科 三重県
0 1 3 1 2 100
0 0 2 1 1 80

※１　医学部臨時定員の効果（＋20名）を加味しない人数
※２　形成外科は2024年度（令和6年度）以降の採用数を掲載　

資料：日本専門医機構「年度採用数」、 厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）

○　残存率（性年齢階級別）
性 区分 29歳以下 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 90歳以上

男 1.29 1.06 1.09 1.06 0.96 1.01 0.99 0.94 0.88 0.82 0.70 0.77 0.00
女 0.98 1.13 1.12 1.01 0.93 1.05 0.97 0.88 0.99 0.92 0.48 0.60 0.00

資料：厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）2010年～2020年

○　仕事率（性年齢階級別）
性 区分 29歳以下 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 90歳以上

男 1.24 1.21 1.21 1.14 1.14 1.02 1.02 0.86 0.86 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00
女 1.15 0.95 0.95 0.84 0.84 0.87 0.87 0.77 0.77 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00

資料：医師偏在指標に係るデータ集（令和元年度）

残存率

仕事率
（労働時間比）

区分
年間採用数（2021～2031年度）

年間採用数（2032～2036年度）※1

区分
年間採用数（2021～2031年度）

年間採用数（2032～2036年度）※1


一般枠修学資金

						三重県医師修学資金（一般枠コース）貸与者への適用による設定効果時期について ミエケン イシシュウガクシキン イッパンワク タイヨシャ テキヨウ セッテイ コウカ ジキ



								平成29年度以前 ヘイセイ ネンド イゼン		平成30年度～令和元年度 ヘイセイ ネンド レイワ ガンネンド		令和２年度～令和５年度 レイワ ネンド レイワ ネンド		令和６年度以降（新設） レイワ ネンド イコウ シンセツ		令和６年度以降（新設） レイワ ネンド イコウ シン		新設コース
効果開始時期 シンセツ コウカ カイシ ジキ

								県内勤務医
コース ケンナイ キンムイ		９年間
コース ネンカン		９年間
コース
（一般枠） ネンカン イッパン ワク		地域医療貢献
コース チイキイリョウ コウケン		診療科貢献
コース シンリョウカ コウケン

								県内で10年間勤務 ケンナイ ネンカン キンム		県内で９年間（うち医師不足地域で１年間） ケンナイ ネンカン イシフソク チイキ ネン アイダ		県内で９年間（うち医師不足地域で内科医、外科医で１年間） ケンナイ ネンカン イシフソク チイキ ナイカイ ゲカイ ネン アイダ		県内で９年間（うち医師不足地域で内科、外科、総合診療科で常勤１年間） ケンナイ ネンカン イシフソク チイキ ナイカ ゲカ ソウゴウ シンリョウ カ ジョウキン ネンカン		県内で９年間（うち臨床研修修了後は、麻酔科、救急科、小児科、産婦人科で常勤勤務） ケンナイ ネンカン リンショウケンシュウ シュウリョウゴ マスイカ キュウキュウカ ショウニカ サンフジンカ ジョウキン キンム

						平成29年度以前
の貸与者 ヘイセイ ネンド イゼン タイヨシャ		○		○		×		×		○		診療科貢献コースが適用可能なため、令和６年度（2024年度）から効果が期待できる シンリョウカ コウケン テキヨウ カノウ レイワ ネンド ネンド コウカ キタイ

						平成30年度
～令和元年度
の貸与者 ヘイセイ ネンド レイワ ガンネンド タイヨシャ				○		×		×		○		診療科貢献コースが適用可能なため、令和８年度（2026年度）から効果が期待できる シンリョウカ コウケン テキヨウ カノウ レイワ ネンド ネンド コウカ キタイ

						令和２年度
～令和５年度
の貸与者 レイワ ネンド レイワ ネンド タイヨシャ				○		○		○		○		新設２コースが適用可能なため、令和10年度（2028年度）から効果が期待できる シン セツ テキヨウ カノウ レイワ ネンド ネンド コウカ キタイ

						令和６年度以降
の貸与者 レイワ ネンド イコウ タイヨシャ								○		○		令和14年度（2032年度）から効果が期待できる レイワ ネンド ネンド コウカ キタイ







必要医師数

						三重県
2036年
必要医師数
（国算定値） ミエケン ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイチ		
診療科 シンリョウカ		2016年
必要医師数
（国算定値）
※1 ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2024年
必要医師数
（国算定値）
※1 ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2030年
必要医師数
（国算定値）
※1 ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ チ		2036年
必要医師数
（国算定値）
※1 ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ				2020年
医師数
（三師統計） ネン イシスウ サンシトウケイ				2020年医師数との差 ネン イシスウ サ

										①		②		③		④				⑤				2016年
必要医師数 ネン ヒツヨウ イシスウ		2024年
必要医師数 ネン ヒツヨウ イシスウ		2030年
必要医師数 ネン ヒツヨウ イシスウ		2036年
必要医師数 ネン ヒツヨウ イシスウ

						4,436		内科 ナイカ		1753		1,785		1,785		1,737				1,605				▲ 148		▲ 180		▲ 180		▲ 132

								外科 ゲカ		466		459		450		432				343				▲ 123		▲ 116		▲ 107		▲ 89

								整形外科 セイケイ ゲカ		327		335		335		323				307				▲ 20		▲ 28		▲ 28		▲ 16

								小児科 ショウニカ		257		242		231		220				232				▲ 25		▲ 10		1		12

								精神科 セイシンカ		239		227		220		210				219				▲ 20		▲ 8		▲ 1		9

								眼科 ガンカ		193		193		190		181				183				▲ 10		▲ 10		▲ 7		2

								産婦人科 サンフジンカ		195		177		166		156				190				▲ 5		13		24		34

								脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		128		134		136		135				98				▲ 30		▲ 36		▲ 38		▲ 37

								麻酔科 マスイカ		143		141		138		133				78				▲ 65		▲ 63		▲ 60		▲ 55

								耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		136		128		123		116				111				▲ 25		▲ 17		▲ 12		▲ 5

								皮膚科 ヒフカ		125		118		113		107				119				▲ 6		1		6		12

								泌尿器科 ヒニョウキカ		108		109		109		105				98				▲ 10		▲ 11		▲ 11		▲ 7

								放射線科 ホウシャセンカ		102		101		100		96				100				▲ 2		▲ 1		0		4

								救急科 キュウキュウ カ		60		60		59		56				28				▲ 32		▲ 32		▲ 31		▲ 28

																																				

作成者: 形成１４、美容外科4		形成外科 ケイセイ ゲカ		51		50		49		47				18				▲ 33		▲ 32		▲ 31		▲ 29

								リハビリテーション科 カ		35		34		34		33				28				▲ 7		▲ 6		▲ 6		▲ 5

								病理 ビョウリ		28		28		27		26				24				▲ 4		▲ 4		▲ 3		▲ 2

								臨床検査 リンショウ ケンサ		9		9		8		8				3				▲ 6		▲ 6		▲ 5		▲ 5

								総合診療科※2 ソウゴウ シンリョウ カ		（117）その他の内数 タ ウチスウ		（116）その他の内数 タ ウチスウ		（115）その他の内数 タ ウチスウ		（111）その他の内数 タ ウチスウ				その他に含む タ フク				その他に含む タ フク		その他に含む タ フク		その他に含む タ フク		その他に含む タ フク

								その他（初期研修医、その他）※2 タ ショキ ケンシュウイ タ		309		307		303		315				316				7		9		13		1

								三重県　計 ミエケン ケイ		4,664		4,637		4,576		4,436				4,100				▲ 564		▲ 537		▲ 476		▲ 336









						※1　都道府県別診療科別の必要医師数は、機械的に算定されたものであり、幅広く検討する必要がある トドウフケン ベツ シンリョウカベツ ヒツヨウ イシスウ キカイ テキ サンテイ ハバヒロ ケントウ ヒツヨウ

						※2　その他および総合診療科は、国において必要医師数が算定されていない。総合診療科は県で推計の上、（　）書きで記載 タ ソウゴウ シンリョウカ クニ ヒツヨウ イシスウ サンテイ ソウゴウシンリョウ カ ケン スイケイ ウエ カ キサイ

						資料：第７回医療従事者の需給に関する検討会　第30回医師需給分科会（平成31年３月22日）別添資料３（抜粋・一部改変）






結果



				区分 クブン				診療科 シンリョウカ		需給推計の結果 ジュキュウスイケイ ケッカ						需給推計に基づく
診療科指定の必要性
（◎高い、○中程度、△低い） ジュキュウスイケイ モト シンリョウカ シテイ ヒツヨウセイ タカ チュウテイド ヒク				医師不足調査に基づく
診療科指定の必要性
（◎高い、○中程度、△低い） イシフソクチョウサ モト シンリョウカシテイ ヒツヨウセイ				総合判定 ソウゴウ ハンテイ

										2020年 ネン		2032年 ネン		2036年 ネン

				ア		令和２年医師・歯科医師・薬剤師統計において、全国最下位の診療科 レイワ ネン イシ シカイシ ヤクザイシ トウケイ ゼンコクサイカイ シンリョウカ		麻酔科 マスイカ		不足 フソク		充足 ジュウソク		充足 ジュウソク		△		麻酔科、形成外科ともに、診療科指定の効果が開始される前に、医師の充足が見込まれるため、診療科指定を行必要性は低い マスイカ ケイセイゲカ シンリョウカ シテイ コウカ カイシ マエ イシ ジュウソク ミコ シンリョウカシテイ オコナ ヒツヨウ セイ ヒク		△		麻酔科医、形成外科医ともに医師不足地域における需要が少なく、診療科指定を行う必要性は低い。 マスイカ イ ケイセイ ゲカイ イシフソク チイキ ジュヨウ スク シンリョウカ シテイ オコナ ヒツヨウ セイ ヒク		△

								形成外科 ケイセイゲカ		不足 フソク		充足 ジュウソク		充足 ジュウソク		△				△

								救急科 キュウキュウカ		不足 フソク		不足 フソク		不足 フソク		◎		診療科指定の効果が開始される2032年以降も医師の不足が見込まれるため、診療科指定を検討する必要性がある。 ネン イコウ イシ フソク ミコ ケントウ		△		救急科自体が少ないため、医師不足地域における需要が少ない。
地域においては、内科、外科等の医師が救急医療を担っていると思われる。救急医療の確保には、内科、外科系の医師を確保することも必要であると思われる。 キュウキュウ カ ジタイ スク イシフソク チイキ ジュヨウ スク ナイカ ゲカトウ イシ キュウキュウ イリョウ ニナ オモ キュウキュウ イリョウ カクホ ナイカ ゲカ ケイ イシ カクホ ヒツヨウ オモ		○





				区分 クブン				診療科 シンリョウカ		需給推計の結果 ジュキュウスイケイ ケッカ						需給推計に基づく
診療科指定の必要性
（◎高い、○中程度、△低い） ジュキュウスイケイ モト シンリョウカ シテイ ヒツヨウセイ タカ チュウテイド ヒク				医師不足調査に基づく
診療科指定の必要性
（◎高い、○中程度、△低い） イシフソクチョウサ モト シンリョウカシテイ ヒツヨウセイ				総合判定 ソウゴウ ハンテイ

										2020年 ネン		2032年 ネン		2036年 ネン

				イ		その他、今後の地域医療提供体制の確保に必要な診療科 タ コンゴ チイキイリョウ テイキョウ タイセイ カクホ ヒツヨウ シンリョウカ		内科 ナイカ		不足 フソク		不足 フソク		不足 フソク		◎		診療科指定の効果が開始される2032年においても医師が不足し、2036年においても不足が見込まれるため、診療科指定を検討する必要性がある。 フソク ミコ		◎		医師不足地域における需要が高いことから、診療科指定の必要性があると思われる。総合診療科とあわせて、対応することで、将来における内科系の医師の需要に対応することができる。 イシフソク チイキ ジュヨウ タカ シンリョウカシテイ ヒツヨウセイ オモ ソウゴウ シンリョウカ タイオウ ショウライ ナイカケイ イシ ジュヨウ タイオウ		◎

								外科 ゲカ		不足 フソク		充足 ジュウソク		充足 ジュウソク		△		診療科指定の効果が開始される前に医師の充足が見込まれるため、診療科指定の必要性は低い。		◎		医師不足地域における需要が高く、救急医療の確保とあわせて、診療科指定を検討する必要性はある。 イシフソク チイキ ジュヨウ タカ キュウキュウ イリョウ カクホ シンリョウカシテイ ケントウ ヒツヨウセイ		○

								総合診療科 ソウゴウシンリョウカ		不足 フソク		不足 フソク		不足 フソク		○		診療科指定の効果が開始される2032年においても医師が不足し、2036年においても不足が見込まれるため、診療科指定を検討する必要性がある。
（※統計上にあらわれないことから、医師数を間接的に把握しているため、幅を持たせた検討が必要） フソク ミコ トウケイジョウ イシスウ カンセツテキ ハアク ハバ モ ケントウ ヒツヨウ		◎		医師不足地域における医師の需要が高いことが見込まれる診療科であり、高齢化が急速に進む中、在宅医療や地域包括ケアシステムの構築などの分野で需要が高まることが予想される。内科とあわせ、診療科指定を行うことで、内科系の医療需要に対応することができる。 イシフソク チイキ イシ ジュヨウ タカ ミコ シンリョウカ コウレイカ キュウソク スス ナカ ザイタク イリョウ チイキホウカツ コウチク ブンヤ ジュヨウ タカ ヨソウ ナイカ シンリョウカシテイ オコナ ナイカ ケイ イリョウジュヨウ タイオウ		○









						（参考） サンコウ		内科＋総合診療科 ナイカ ソウゴウシンリョウカ		不足 フソク		不足 フソク		充足 ジュウソク		×		診療科指定の効果が開始される2032年は医師が不足している、2036年までには医師が充足する。 ネン イシ フソク ネン イシ ジュウソク				医師の需要が高い基本領域であり、医師不足地域における需要も高いため、診療科指定の必要性はあると思われる。 イシ ジュヨウ タカ キホンリョウイキ イシフソク チイキ ジュヨウ タカ シンリョウカシテイ ヒツヨウセイ オモ





需給推計シート

																																																										既存医師数 キゾン イシスウ				黄色セル キイロ		入力か所 ニュウリョク ショ						VLOOKUP計算式 ケイサンシキ

										男 オトコ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																								↓こちらを採用 サイヨウ						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ						残存率 ザンゾンリツ		残存率 ザンゾンリツ		平均残存率 ヘイキン ザンゾンリツ						男 オトコ		残存率 ザンゾンリツ				1.29		1.06		1.09		1.06		0.96		1.01		0.99		0.94		0.88		0.82		0.70		0.77		0.00		0.00

										内科		51		102		86		122		127		110		170		174		158		138		69		32		22		4				1,365				三重県 ミエケン		H22→H27		H27→R2		H22→R2						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

										外科		17		22		29		35		34		31		32		37		29		17		11		6		3		1				304				男 オトコ		2010→2015		2015→2020		2010→2020						2020年 ネン		内科		51		102		86		122		127		110		170		174		158		138		69		32		22		4		0		1,365		42300%		31%

										整形外科		12		17		28		37		22		37		52		29		26		12		9		11		2		2				296				29歳以下 サイ イカ												2025年 ネン		内科				66		108		94		129		121		112		168		163		138		113		48		24		0		0		1,285		48775%		38%

										小児科		10		16		11		11		20		11		15		26		24		13		8		4						1		170				30～34歳 サイ		1.37		1.20		1.29						2030年 ネン		内科						70		118		99		123		123		110		157		143		114		79		37		0		0		1,173		53000%		45%

										精神科		7		15		12		17		30		19		32		17		14		8		5		3		9		2				190				35～39歳 サイ		1.17		0.95		1.06						2035年 ネン		内科								76		125		95		125		121		103		138		118		79		61		0		0		1,040		49845%		48%

										眼科		9		9		4		9		22		20		13		18		10		8		1		4		1		1				129				40～44歳 サイ		1.07		1.11		1.09						2040年 ネン		内科										80		119		96		123		114		90		113		82		61		0		0		879		46020%		52%

										産婦人科		7		6		9		9		10		9		11		17		18		15		9		3		2		2				127				45～49歳 サイ		1.13		0.98		1.06						2036年 ネン		内科								77		124		95		125		120		101		133		110		76		48		0		0		1,008		46805%		46%

										脳神経外科		4		11		11		8		10		10		14		11		8		5		1										93				50～54歳 サイ		0.96		0.95		0.96								列番号 レツ バンゴウ		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

										麻酔科		3		8		4		8		5		4		8		1		4														45				55～59歳 サイ		1.00		1.03		1.01						②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

										耳鼻咽喉科		2		3		6		5		7		14		13		14		9		8		7						1				89				60～64歳 トシ		0.97		1.00		0.99						男 オトコ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.239		1.212		1.212		1.136		1.136		1.025		1.025		0.862		0.862		0.638		0.638		0.638		0.638

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

										皮膚科		1		4		4		8		11		9		8		9		5		5		1				2		1				68				65～69歳 サイ		0.97		0.91		0.94						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

										泌尿器科		4		14		4		5		8		7		15		12		12		4		4		2								91				70～74歳 サイ		0.88		0.87		0.88						2020年 ネン		内科		63.1898841966		123.6392398796		104.2448493102		138.5828599154		144.2624853217		112.7388677131		174.2327955565		149.9554913373		136.1664806396		88.0262196923		44.0131098462		20.4118770301		14.0331654582		0		0		1,313		30265%		23%

										放射線科		6		8		11		6		11		11		8		7		3		2												73				75～79歳 サイ		0.83		0.81		0.82						2025年 ネン		内科		0		79.5895098263		131.1640897512		106.3589717383		146.5983277049		124.3574761339		114.3663099558		144.3779825019		140.6028784965		88.3444982201		72.3681362179		30.7223029433		15.6188739399		0		0		1,194		34766%		29%

										救急科				3		5		5		7		1		4		1		1														27				80～84歳 サイ		0.71		0.69		0.70						2030年 ネン		内科		0		0		84.4334340803		133.8241438999		112.5106481622		126.3710243046		126.1526388313		94.7696272958		135.3732347528		91.2228229057		72.6297994353		50.5148536901		23.50826316		0		0		1,051		37325%		36%

										形成外科		1				2		1		4		3		1																		12				85歳以上 サイ イジョウ		0.71		0.82		0.77						2035年 ネン		内科		0		0		0		86.1457739978		141.5643732151		96.9866851554		128.1952535823		104.5363671263		88.858915889		87.8298421204		74.9961283956		50.6975014662		38.6532375594		0		0		898		34104%		38%

										リハビリテーション科		2		2				2		2		1		3		4				1		1										18				90歳以上 サイイジョウ		0.00		0.00		0.00						2040年 ネン		内科		0		0		0		0		91.1283431056		122.0316433912		98.3867367224		106.2289795638		98.0165113958		57.6514594467		72.2066902428		52.3492610314		38.7929970036		0		0		737		31902%		43%

										病理				3				1		2		3		2		2		5														18				95歳以上 サイ イジョウ		0.00		0.00		0.00						2036年 ネン		内科		0		0		0		87.1422878194		140.301740955		97.2666954688		127.8224571699		103.2323959802		86.6654470401		84.7052117449		70.4667549227		48.3166005737		30.9225900475		0		0		877		32108%		37%

										臨床検査																		2				1										3

										その他		130		27		9		9		11		4		9		7		5		5		5		3				1				225				※　医師・歯科医師・薬剤師統計より算出 イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ サンシュツ

										三重県 ミエケン		266		270		235		298		343		304		410		386		333		241		132		68		41		15		1		3,343

										総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		4.1766233766		9.0493506494

																																																										既存医師数 キゾン イシスウ

										女 オンナ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																								↓こちらを採用 サイヨウ						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ						残存率 ザンゾンリツ		残存率 ザンゾンリツ		平均残存率 ヘイキン ザンゾンリツ						女 オンナ		残存率 ザンゾンリツ				0.98		1.13		1.12		1.01		0.93		1.05		0.97		0.88		0.99		0.92		0.48		0.60		0.00		0.00

										内科		25		28		24		35		35		27		26		18		8		8		3		2		1						240				三重県 ミエケン		H22→H27		H27→R2		H22→R2						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

										外科		7		6		10		8		1		2		3		1				1												39				女 オンナ		2010→2015		2015→2020		2010→2020						2020年 ネン		内科		25		28		24		35		35		27		26		18		8		8		3		2		1		0		0		240		22		9%

										整形外科		1		2		1		1		2		3				1																11				29歳以下 サイ イカ												2025年 ネン		内科				24		32		27		35		33		28		25		16		8		7		1		1		0		0		238		34		14%

										小児科		3		9		8		7		9		4		4		8		4		3		3										62				30～34歳 サイ		0.98		0.97		0.98						2030年 ネン		内科						28		35		27		33		34		27		22		16		7		4		1		0		0		235		50		21%

										精神科		2		1		2		5		2		1		2		3		3		6		2										29				35～39歳 サイ		1.18		1.09		1.13						2035年 ネン		内科								31		36		25		35		33		24		22		14		4		2		0		0		226		66		29%

										眼科		3		7		3		5		9		7		9		5		4		2												54				40～44歳 サイ		1.11		1.13		1.12						2040年 ネン		内科										31		33		27		34		29		24		20		7		2		0		0		207		82		40%

										産婦人科		9		10		8		6		10		5		6		2		3		2		1				1						63				45～49歳 サイ		1.02		1.01		1.01						2036年 ネン		内科								31		35		26		34		32		24		22		13		3		2		0		0		222		64		29%

										脳神経外科				3		1						1																				5				50～54歳 サイ		1.00		0.86		0.93								列番号 レツ バンゴウ		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

										麻酔科		4		5		7		8		5				1		2				1												33				55～59歳 サイ		1.01		1.09		1.05						②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

										耳鼻咽喉科		1				1		3		4		2		2		3		5		1												22				60～64歳 トシ		1.05		0.90		0.97						女 オンナ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.149		0.949		0.949		0.836		0.836		0.872		0.872		0.769		0.769		0.624		0.624		0.624		0.624

mieken: ８０歳以上と同じ比率を採用
		0.00		0.00

										皮膚科		5		5		3		9		6		4		6		5		3		3		2										51				65～69歳 サイ		0.86		0.90		0.88						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

										泌尿器科		4		1				1		1																						7				70～74歳 サイ		0.81		1.17		0.99						2020年 ネン		内科		28.7148528177		26.5769930604		22.780279766		29.2742041344		29.2742041344		23.5493965697		22.6771966967		13.8330848751		6.1480377223		4.9938523819		1.8726946432		1.2484630955		0.6242315477		0		0		211.5674914449		1489%		7%

										放射線科		3		7		5		3		7		1		1																		27				75～79歳 サイ		1.00		0.85		0.92						2025年 ネン		内科		0		23.1810882598		30.0874803956		22.4288769651		29.6713813964		28.4406181593		24.6755388259		19.4081719706		12.1433291657		4.9418330862		4.6097098909		0.9079731603		0.7505641229		0		0		201		2335%		12%

										救急科						1																										1				80～84歳 サイ		0.64		0.33		0.48						2030年 ネン		内科		0		0		26.2430191776		29.6233585765		22.7331803682		28.8264857579		29.8006607323		21.1184436686		17.0374014815		9.7608877107		4.5616920796		2.2350108562		0.5458648166		0		0		192		3414%		18%

										形成外科		1		1		1		1		2																						6				85歳以上 サイ イジョウ		0.92		0.29		0.60						2035年 ネン		内科		0		0		0		25.8382010393		30.0252729854		22.085850718		30.2049806852		25.50475511		18.5387580031		13.6947751702		9.0100501945		2.2117294931		1.3436672409		0		0		178		4480%		25%

										リハビリテーション科				1		2				3		2		1						1												10				90歳以上 サイイジョウ		0.00		0.00		0.00						2040年 ネン		内科		0		0		0		0		26.1887603883		29.1703002475		23.1420055831		25.8507904371		22.3892674258		14.9015753994		12.6413309263		4.3685091852		1.3296707072		0		0		160		5563%		35%

										病理				3		1				2																						6				95歳以上 サイ イジョウ		0.00		0.00		0.00						2036年 ネン		内科		0		0		0		25.9083129091		29.6148555848		22.297081691		30.0317575589		24.8816575732		18.5001355906		13.4840863214		8.0817419926		2.0353177359		1.0749337928		0		0		176		4318%		25%

										臨床検査																																0

										その他		75		2		4		5		1		1		2				1														91				※　医師・歯科医師・薬剤師統計より算出 イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ サンシュツ

										三重県 ミエケン		143		91		82		97		99		60		63		48		31		28		11		2		2		0		0		757

										総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		1.8233766234		3.9506493506





																																														令和２年度（2020年度） レイワ ネンド ネンド												既存医師数 キゾン イシスウ

										総計 ソウケイ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																		35歳未満医師の男性比率（新規供給医師の男女比率） サイ ミマン イシ ダンセイヒリツ シンキ キョウキュウ イシ ダンジョ ヒリツ												総計　男②＋女② ソウケイ オトコ オンナ

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		総計 ソウケイ						男性比率 ダンセイ ヒリツ		男性医師 ダンセイ イシ		総数 ソウスウ						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		計 ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

										内科		76		130		110		157		162		137		196		192		166		146		72		34		23		4		0		1,605				内科		74%		153		206						2020年 ネン		内科		92		150		127		168		174		136		197		164		142		93		46		22		15		0		0		1,525		318		21%

										外科		24		28		39		43		35		33		35		38		29		18		11		6		3		1		0		343				外科		75%		39		52						2025年 ネン		内科		0		103		161		129		176		153		139		164		153		93		77		32		16		0		0		1,396		371		27%

										整形外科		13		19		29		38		24		40		52		30		26		12		9		11		2		2		0		307				整形外科		91%		29		32						2030年 ネン		内科		0		0		111		163		135		155		156		116		152		101		77		53		24		0		0		1,244		407		33%

										小児科		13		25		19		18		29		15		19		34		28		16		11		4		0		0		1		232				小児科		68%		26		38						2035年 ネン		内科		0		0		0		112		172		119		158		130		107		102		84		53		40		0		0		1,077		386		36%

										精神科		9		16		14		22		32		20		34		20		17		14		7		3		9		2		0		219				精神科		88%		22		25						2040年 ネン		内科		0		0		0		0		117		151		122		132		120		73		85		57		40		0		0		897		375		42%

										眼科		12		16		7		14		31		27		22		23		14		10		1		4		1		1		0		183				眼科		64%		18		28						2036年 ネン		内科		0		0		0		113		170		120		158		128		105		98		79		50		32		0		0		1,053		364		35%

										産婦人科		16		16		17		15		20		14		17		19		21		17		10		3		3		2		0		190				産婦人科		41%		13		32

										脳神経外科		4		14		12		8		10		11		14		11		8		5		1		0		0		0		0		98				脳神経外科		83%		15		18

										麻酔科		7		13		11		16		10		4		9		3		4		1		0		0		0		0		0		78				麻酔科		55%		11		20				男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

										耳鼻咽喉科		3		3		7		8		11		16		15		17		14		9		7		0		0		1		0		111				耳鼻咽喉科		83%		5		6						年 ネン		診療科 シンリョウカ		採用数 サイヨウスウ		男性比 ダンセイ ヒ		男性医師 ダンセイ イシ		27歳 サイ		28歳 サイ		29歳 サイ		30歳 サイ		31歳 サイ		32歳 サイ		33歳 サイ		34歳 サイ		35歳 サイ		36歳 サイ		37歳 サイ		38歳 サイ		39歳 サイ		40歳 サイ		41歳 サイ		42歳 サイ		43歳 サイ		44歳 サイ		45歳 サイ		46歳 サイ		計 ケイ

										皮膚科		6		9		7		17		17		13		14		14		8		8		3		0		2		1		0		119				皮膚科		33%		5		15						2020年 ネン		内科

										泌尿器科		8		15		4		6		9		7		15		12		12		4		4		2		0		0		0		98				泌尿器科		78%		18		23				27歳 サイ		2021年 ネン		内科		32.0		74%		24		24																																								48

										放射線科		9		15		16		9		18		12		9		7		3		2		0		0		0		0		0		100				放射線科		58%		14		24				28歳 サイ		2022年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24																																						71

										救急科		0		3		6		5		7		1		4		1		1		0		0		0		0		0		0		28				救急科		100%		3		3				29歳 サイ		2023年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24																																				95

										形成外科		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		18				形成外科		33%		1		3				30歳 サイ		2024年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24																																		119

										リハビリテーション科		2		3		2		2		5		3		4		4		0		2		1		0		0		0		0		28				リハビリテーション科		80%		4		5				31歳 サイ		2025年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24																																143

										病理		0		6		1		1		4		3		2		2		5		0		0		0		0		0		0		24				病理		50%		3		6				32歳 サイ		2026年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24																														167

										臨床検査		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		3				臨床検査		70%

mieken: 臨床検査は医師数のデータが無いため、総計の比率で算出		0		0				33歳 サイ		2027年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24		24																												190

										その他		205		29		13		14		12		5		11		7		6		5		5		3		0		1		0		316				その他		67%		157		234				34歳 サイ		2028年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24																										214

										三重県 ミエケン		409		361		317		395		442		364		473		434		364		269		143		70		43		15		1		4,100				三重県 ミエケン		70%		536		770				35歳 サイ		2029年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																								238

										総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		6		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19				総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		70%

mieken: 総合診療はは医師数のデータが無いため、総計の比率で算出																																						

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		36歳 サイ		2030年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																						262

																																																								37歳 サイ		2031年 ネン		内科		32.0		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																				285

																																																								38歳 サイ		2032年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																		309

										2018（H30）年度～令和４（2022）年度　専攻医採用数（５年間の合計人数） ネンド レイワ ネンド センコウイ サイヨウ スウ ネンカン ゴウケイ ニンズウ																																														39歳 サイ		2033年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																333

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリテーション科		総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		三重県 ミエケン				40歳 サイ		2034年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24														357

										三重県　5年間の採用数				157		26		17		13		57		32		30		26		9		21		14		20		25		11		2		3		0		6		9		478				41歳 サイ		2035年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24												381

										年平均　採用数 ネンヘイキン サイヨウスウ				31		5		3		3		11		6		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		0		1		2		96				42歳 サイ		2036年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24										404

										形成外科立上後、年平均採用数 タチア ゴ ネン ヘイキン サイヨウスウ				31		5		3		3		11		6		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		3		1		2		98				43歳 サイ		2037年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24								428

										専攻医以外の医師を加味（×1.02） センコウイ イガイ イシ カミ				1.02																																										44歳 サイ		2038年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24						452

										診療科別の年間新規養成数の推計（令和３～13年度（2021～2031年度）まで）。なお、令和14年度（2032年度）以降は、医学部臨時定員の効果（＋20名）を加味しない シンリョウカベツ ネンカン シンキ ヨウセイスウ スイケイ レイワ ネンド ネンド レイワ ネンド ネンド イコウ イガクブ リンジ テイイン コウカ メイ カミ																																														45歳 サイ		2039年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24				476

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科※		リハビリテーション科		総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		三重県 ミエケン				46歳 サイ		2040年 ネン		内科		25.7		74%		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24		500

										年間採用数（専攻医以外も加味） ネンカン サイヨウスウ センコウイ イガイ カミ				32		5		3		3		12		7		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		3		1		2		100

																																														※形成外科は2024年度から採用数を見込む ケイセイゲカ ネンド サイヨウスウ ミコ

										医学部定員減後 イガクブ テイインゲン ゴ		2032年から ネン		-20		人（R6（2024）定員から地域枠臨時定員20名が削減されると仮定） ニン テイイン チイキワク リンジテイイン メイ サクゲン カテイ																																										男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリテーション科		総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		三重県 ミエケン						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

										年間採用数（専攻医外を加味*1.02） ネンカン サイヨウスウ センコウイ ガイ カミ				32		5		3		3		12		7		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		3		1		2		100						男 オトコ		残存率 ザンゾンリツ				1.29		1.06		1.09		1.06		0.96		1.01		0.99		0.94		0.88		0.82		0.70		0.77		0.00		0.00

										医学部定員減による採用減 イガクブテイインゲン サイヨウ ゲン				-6		-1		-1		-1		-2		-1		-1		-1		-0		-1		-1		-1		-1		-0		-0		-0		-1		-0		-0		-20						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

										医学部定員減後 イガクブテイイン ゲン ゴ				26		4		3		2		9		5		5		4		1		3		2		3		4		2		0		0		2		1		1		80						2025年 ネン		内科		71		61																												133

																																																										2030年 ネン		内科		71		153		50																										275

																																																										2035年 ネン		内科		71		153		126		52																								402

																																																										2040年 ネン		内科		71		153		126		129		50																						530

																																																										2036年 ネン		内科		71		153		126		78																								428





																																																										男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

																																																										男 オトコ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.239		1.212		1.212		1.136		1.136		1.025		1.025		0.862		0.862		0.638		0.638		0.638		0.638

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

																																																										2025年 ネン		内科		88		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		163

																																																										2030年 ネン		内科		88		186		61		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		335

																																																										2035年 ネン		内科		88		186		153		59		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		486

																																																										2040年 ネン		内科		88		186		153		147		57		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		631

																																																										2036年 ネン		内科		88		186		153		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		515



																																																								女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ				黄色セル キイロ		入力か所 ニュウリョク ショ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		採用数 サイヨウスウ		女性比 ジョセイ ヒ		女性医師 ジョセイ イシ		27歳 サイ		28歳 サイ		29歳 サイ		30歳 サイ		31歳 サイ		32歳 サイ		33歳 サイ		34歳 サイ		35歳 サイ		36歳 サイ		37歳 サイ		38歳 サイ		39歳 サイ		40歳 サイ		41歳 サイ		42歳 サイ		43歳 サイ		44歳 サイ		45歳 サイ		46歳 サイ		計 ケイ

																																																										2020年 ネン		内科

																																																								27歳 サイ		2021年 ネン		内科		32.0		26%		8		8																																								16

																																																								28歳 サイ		2022年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8																																						25

																																																								29歳 サイ		2023年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8																																				33

																																																								30歳 サイ		2024年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8																																		41

																																																								31歳 サイ		2025年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8																																49

																																																								32歳 サイ		2026年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8																														58

																																																								33歳 サイ		2027年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8		8																												66

																																																								34歳 サイ		2028年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8																										74

																																																								35歳 サイ		2029年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8																								82

																																																								36歳 サイ		2030年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8																						91

																																																								37歳 サイ		2031年 ネン		内科		32.0		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8																				99

																																																								38歳 サイ		2032年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8																		107

																																																								39歳 サイ		2033年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8																115

																																																								40歳 サイ		2034年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8														124

																																																								41歳 サイ		2035年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8												132

																																																								42歳 サイ		2036年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8										140

																																																								43歳 サイ		2037年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8								148

																																																								44歳 サイ		2038年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8						157

																																																								45歳 サイ		2039年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8				165

																																																								46歳 サイ		2040年 ネン		内科		25.7		26%		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		173





																																																										女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

																																																										女 オンナ		残存率 ザンゾンリツ				0.98		1.13		1.12		1.01		0.93		1.05		0.97		0.88		0.99		0.92		0.48		0.60		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

																																																										2025年 ネン		内科		25		16																												41

																																																										2030年 ネン		内科		25		40		19																										84

																																																										2035年 ネン		内科		25		40		47		18																								130

																																																										2040年 ネン		内科		25		40		47		46		17																						174

																																																										2036年 ネン		内科		25		40		47		28																								139





																																																										女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

																																																										女 オンナ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.149		0.949		0.949		0.836		0.836		0.872		0.872		0.769		0.769		0.624		0.624		0.624		0.624

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

																																																										2025年 ネン		内科		28		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		44

																																																										2030年 ネン		内科		28		38		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84

																																																										2035年 ネン		内科		28		38		44		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		126

																																																										2040年 ネン		内科		28		38		44		39		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		163

																																																										2036年 ネン		内科		28		38		44		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		134





																																																										男＋女　総計　　　新規医師数 オトコ オンナ ソウケイ シンキ イシスウ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

																																																										2025年 ネン		内科		117		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		206

																																																										2030年 ネン		内科		117		224		79		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		420

																																																										2035年 ネン		内科		117		224		197		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		612

																																																										2040年 ネン		内科		117		224		197		186		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		795

																																																										2036年 ネン		内科		117		224		197		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		649



																																																										既存医師数＋新規医師数 キゾン イシスウ シンキイシスウ

																																																										総計　男＋女 ソウケイ オトコ オンナ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		計 ケイ		65歳以上 サイイジョウ		割合 ワリアイ

																																																										2020年 ネン		内科		92		150		127		168		174		136		197		164		142		93		46		22		15		0		0		1,525		318		21%

																																																										2025年 ネン		内科		117		192		161		129		176		153		139		164		153		93		77		32		16		0		0		1,602		371		23%

																																																										2030年 ネン		内科		117		224		190		163		135		155		156		116		152		101		77		53		24		0		0		1,663		407		24%

																																																										2035年 ネン		内科		117		224		197		186		172		119		158		130		107		102		84		53		40		0		0		1,689		386		23%

										第７回医療従事者の需給に関する検討会　第30回医師需給分科会　別添資料３　平成31年３月22日 ダイ カイ イリョウジュウジシャ ジュキュウ カン ケントウカイ ダイ カイ イシジュキュウブンカカイ ベッテン シリョウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ																																																2040年 ネン		内科		117		224		197		186		188		151		122		132		120		73		85		57		40		0		0		1,691		375		22%

										httpswww.mhlw.go.jpstfshingi20000209695_00001.html																						44734																										2036年 ネン		内科		117		224		197		224		170		120		158		128		105		98		79		50		32		0		0		1,702		364		21%

																																医師専門研修部会 イシ センモンケンシュウブカイ

										三重県
2036年
必要医師数
（国算定値） ミエケン ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイチ		
診療科 シンリョウカ		2020年
医師数
（三師統計） ネン イシスウ サンシトウケイ		2016年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2024年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2030年
必要医師数
（国算定算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ サンテイチ		2036年
必要医師数
（国算定値） ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		充足率 ジュウソクリツ		不足数 フソク スウ		候補 コウホ				2018年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ						PPT資料用 シリョウ ヨウ

														①				②				②　※		①÷②		②－①																																グラフ用 ヨウ				3						5		6								4

										4,436		内科 ナイカ		1,605		1753		1,785		1,785		1,737		92%		132		○				1,784												2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2036年 ネン		2040年 ネン								2016年
（H28） ネン		2020年
（R2） ネン		2025年
（R7） ネン		2030年
（R12） ネン		2036年
（R18） ネン		2040年
（R22） ネン						2024年
（R6） ネン		2032年
（R14） ネン		2035年
（R17） ネン

												外科 ゲカ		343		466		459		450		432		79%		89		○										内科		医師数（推計） イシスウ スイケイ		①		1,525		1,602		1,663		1,689		1,702		1,691				内科		医師数（供給推計） イシスウ キョウキュウ スイケイ				1,525		1,602		1,663		1,702		1,691										1,689

												整形外科 セイケイ ゲカ		307		327		335		335		323		95%		16		△				347						内科		必要医師数 ヒツヨウ イシスウ		②						1,785				1,737						内科		必要医師数(国算定値) ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイチ		1753						1785		1737								1785				1,737

												小児科 ショウニカ		232		257		242		231		220		105%		▲ 12						255						必要医師数との差 ヒツヨウイシスウ サ				①－②						(122)				(35)						診療科指定の効果開始時期（仮） シンリョウカシテイ コウカカイシ ジキ カリ

												精神科 セイシンカ		219		239		227		220		210		104%		▲ 9						243						充足率 ジュウソクリツ				①÷②						96%				98%						内科		65歳以上の割合（供給推計） サイイジョウ ワリアイ キョウキュウ スイケイ				21%		23%		24%		21%		22%						ERROR:#DIV/0!				23%

												眼科 ガンカ		183		193		193		190		181		101%		▲ 2						191																										内科		65歳以上医師数（供給推計） サイイジョウ イシスウ キョウキュウ スイケイ				318		371		407		364		375						0				386

												産婦人科 サンフジンカ		190		195		177		166		156		122%		▲ 34																																		差 サ								(122)		(35)				(48)				(1,785)				(48)

												脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		98		128		134		136		135		73%		37		○				128

												麻酔科 マスイカ		78		143		141		138		133		59%		55		○				150

												耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		111		136		128		123		116		96%		5						128

												皮膚科 ヒフカ		119		125		118		113		107		111%		▲ 12						134

												泌尿器科 ヒニョウキカ		98		108		109		109		105		93%		7						120

												放射線科 ホウシャセンカ		100		102		101		100		96		104%		▲ 4						104

												救急科 キュウキュウ カ		28		60		60		59		56		50%		28		○

												形成外科 ケイセイ ゲカ		18

作成者: 形成１４、美容外科4																																		

mieken: 臨床検査は医師数のデータが無いため、総計の比率で算出																																						

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		

mieken: ８０歳以上と同じ比率を採用
		51		50		49		47		38%		29		△　専門研修立上が先決 センモン ケンシュウ タ ア センケツ				57

												リハビリテーション科 カ		28		35		34		34		33		85%		5						38

												病理 ビョウリ		24		28		28		27		26		92%		2

												臨床検査 リンショウ ケンサ		3		9		9		8		8		38%		5

												総合診療科（データなし） ソウゴウ シンリョウ カ		-		-		-		-		-		-		-		要検討 ヨウ ケントウ

												その他（初期研修医、その他） タ ショキ ケンシュウイ タ		316		309		307		303		315		-		▲ 1		（「その他」は算定対象外） タ サンテイ タイショウ ガイ

												三重県 ミエケン		4,100		4,664		4,637		4,576		4,436		92%		336						3,679

												総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		19		117		116		115		111

														19

												総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		19		専攻医６名（H30～R2計）＋それ以外13（三重総合診療HP） センコウイ メイ ケイ イガイ ミエ ソウゴウ シンリョウ



																						0.0710099188		その他割合 タ ワリアイ

																						0.0250225428		総合診療割合 ソウゴウシンリョウ ワリアイ

												その他内訳 タ ウチワケ

												初期臨床研修医 ショキリンショウケンシュウ		240		244		244		244		204

												全科 ゼンカ		2		65		63		59		111

												その他 タ		63

												不詳 フショウ		11

												計 ケイ		316		309		307		303		315

												①全科＋その他 ゼンカ タ		65		-		-		-		-

												②全科＋その他＋不詳 ゼンカ タ フショウ		76		65		63		59		111





												総合診療必要医師数＝三重県2036年必要医師数（4,436人）－18基本領域必要医師数の合計（4,121人）－初期臨床研修医1、2年目（204名） ソウゴウ シンリョウ ヒツヨウ イシスウ ミエケン ネン ヒツヨウ イシスウ ニン キホンリョウイキ ヒツヨウ イシスウ ゴウケイ ニン ショキリンショウ ケンシュウイ ネンメ メイ

														111		人 ニン

														2020年医師・歯科医師・薬剤師統計のうち全科、その他を選択した者の割合 ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ ゼンカ タ センタク モノ ワリアイ



内科	医師数（供給推計）	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	1525.0648173417885	1602.0571360525335	1663.3154835753091	1701.9621399201483	内科	必要医師数(国算定値)	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	1753	1785	1737	診療科指定の効果開始時期（仮）	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	









形成外科のみ

																																																										既存医師数 キゾン イシスウ				黄色セル キイロ		入力か所 ニュウリョク ショ						VLOOKUP計算式 ケイサンシキ

										男 オトコ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																								↓こちらを採用 サイヨウ						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ						残存率 ザンゾンリツ		残存率 ザンゾンリツ		平均残存率 ヘイキン ザンゾンリツ						男 オトコ		残存率 ザンゾンリツ				1.29		1.06		1.09		1.06		0.96		1.01		0.99		0.94		0.88		0.82		0.70		0.77		0.00		0.00

										内科		51		102		86		122		127		110		170		174		158		138		69		32		22		4				1,365				三重県 ミエケン		H22→H27		H27→R2		H22→R2						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

										外科		17		22		29		35		34		31		32		37		29		17		11		6		3		1				304				男 オトコ		2010→2015		2015→2020		2010→2020						2020年 ネン		形成外科		1		0		2		1		4		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		12

										整形外科		12		17		28		37		22		37		52		29		26		12		9		11		2		2				296				29歳以下 サイ イカ												2025年 ネン		形成外科				1		0		2		1		4		3		1		0		0		0		0		0		0		0		12

										小児科		10		16		11		11		20		11		15		26		24		13		8		4						1		170				30～34歳 サイ		1.37		1.20		1.29						2030年 ネン		形成外科						1		0		2		1		4		3		1		0		0		0		0		0		0		12

										精神科		7		15		12		17		30		19		32		17		14		8		5		3		9		2				190				35～39歳 サイ		1.17		0.95		1.06						2035年 ネン		形成外科								1		0		2		1		4		3		1		0		0		0		0		0		12

										眼科		9		9		4		9		22		20		13		18		10		8		1		4		1		1				129				40～44歳 サイ		1.07		1.11		1.09						2040年 ネン		形成外科										2		0		2		1		4		2		1		0		0		0		0		12

										産婦人科		7		6		9		9		10		9		11		17		18		15		9		3		2		2				127				45～49歳 サイ		1.13		0.98		1.06						2036年 ネン		形成外科								2		0		2		1		4		3		1		0		0		0		0		0		12

										脳神経外科		4		11		11		8		10		10		14		11		8		5		1										93				50～54歳 サイ		0.96		0.95		0.96								列番号 レツ バンゴウ		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

										麻酔科		3		8		4		8		5		4		8		1		4														45				55～59歳 サイ		1.00		1.03		1.01						②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

										耳鼻咽喉科		2		3		6		5		7		14		13		14		9		8		7						1				89				60～64歳 トシ		0.97		1.00		0.99						男 オトコ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.239		1.212		1.212		1.136		1.136		1.025		1.025		0.862		0.862		0.638		0.638		0.638		0.638

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

										皮膚科		1		4		4		8		11		9		8		9		5		5		1				2		1				68				65～69歳 サイ		0.97		0.91		0.94						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

										泌尿器科		4		14		4		5		8		7		15		12		12		4		4		2								91				70～74歳 サイ		0.88		0.87		0.88						2020年 ネン		形成外科		1.2390173372		0		2.4242988212		1.1359250813		4.5437003251		3.0746963922		1.0248987974		0		0		0		0		0		0		0		0		13

										放射線科		6		8		11		6		11		11		8		7		3		2												73				75～79歳 サイ		0.83		0.81		0.82						2025年 ネン		形成外科		0		1.560578624		0		2.473464459		1.2016256369		3.9167709019		3.1190811806		0.84928225		0		0		0		0		0		0		0		13

										救急科				3		5		5		7		1		4		1		1														27				80～84歳 サイ		0.71		0.69		0.70						2030年 ネン		形成外科		0		0		1.655557531		0		2.6165267014		1.0358280681		3.9733114593		2.584626199		0.7963131456		0		0		0		0		0		0		13

										形成外科		1				2		1		4		3		1																		12				85歳以上 サイ イジョウ		0.71		0.82		0.77						2035年 ネン		形成外科		0		0		0		1.6891328235		0		2.2555043059		1.0507807671		3.292484004		2.4234249788		0.5166461301		0		0		0		0		0		11

										リハビリテーション科		2		2				2		2		1		3		4				1		1										18				90歳以上 サイイジョウ		0.00		0.00		0.00						2040年 ネン		形成外科		0		0		0		0		1.786830257		0		2.2880636447		0.8707293407		3.0871342172		1.5723125304		0.4247452367		0		0		0		0		10

										病理				3				1		2		3		2		2		5														18				95歳以上 サイ イジョウ		0.00		0.00		0.00						2036年 ネン		形成外科		0		0		0		1.7086723102		0		2.2620161737		1.0477250588		3.2514140466		2.3636031011		0.4982659514		0		0		0		0		0		11

										臨床検査																		2				1										3

										その他		130		27		9		9		11		4		9		7		5		5		5		3				1				225				※　医師・歯科医師・薬剤師統計より算出 イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ サンシュツ

										三重県 ミエケン		266		270		235		298		343		304		410		386		333		241		132		68		41		15		1		3,343

										総合診療 ソウゴウ シンリョウ		6		3

																																																										既存医師数 キゾン イシスウ

										女 オンナ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																								↓こちらを採用 サイヨウ						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ						残存率 ザンゾンリツ		残存率 ザンゾンリツ		平均残存率 ヘイキン ザンゾンリツ						女 オンナ		残存率 ザンゾンリツ				0.98		1.13		1.12		1.01		0.93		1.05		0.97		0.88		0.99		0.92		0.48		0.60		0.00		0.00

										内科		25		28		24		35		35		27		26		18		8		8		3		2		1						240				三重県 ミエケン		H22→H27		H27→R2		H22→R2						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

										外科		7		6		10		8		1		2		3		1				1												39				女 オンナ		2010→2015		2015→2020		2010→2020						2020年 ネン		形成外科		1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6

										整形外科		1		2		1		1		2		3				1																11				29歳以下 サイ イカ												2025年 ネン		形成外科				1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6

										小児科		3		9		8		7		9		4		4		8		4		3		3										62				30～34歳 サイ		0.98		0.97		0.98						2030年 ネン		形成外科						1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		6

										精神科		2		1		2		5		2		1		2		3		3		6		2										29				35～39歳 サイ		1.18		1.09		1.13						2035年 ネン		形成外科								1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		6

										眼科		3		7		3		5		9		7		9		5		4		2												54				40～44歳 サイ		1.11		1.13		1.12						2040年 ネン		形成外科										1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		6

										産婦人科		9		10		8		6		10		5		6		2		3		2		1				1						63				45～49歳 サイ		1.02		1.01		1.01						2036年 ネン		形成外科								1		1		1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		6

										脳神経外科				3		1						1																				5				50～54歳 サイ		1.00		0.86		0.93								列番号 レツ バンゴウ		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

										麻酔科		4		5		7		8		5				1		2				1												33				55～59歳 サイ		1.01		1.09		1.05						②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

										耳鼻咽喉科		1				1		3		4		2		2		3		5		1												22				60～64歳 トシ		1.05		0.90		0.97						女 オンナ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.149		0.949		0.949		0.836		0.836		0.872		0.872		0.769		0.769		0.624		0.624		0.624		0.624

mieken: ８０歳以上と同じ比率を採用
		0.00		0.00

										皮膚科		5		5		3		9		6		4		6		5		3		3		2										51				65～69歳 サイ		0.86		0.90		0.88						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

										泌尿器科		4		1				1		1																						7				70～74歳 サイ		0.81		1.17		0.99						2020年 ネン		形成外科		1.1485941127		0.9491783236		0.9491783236		0.8364058324		1.6728116648		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.5561682571

										放射線科		3		7		5		3		7		1		1																		27				75～79歳 サイ		1.00		0.85		0.92						2025年 ネン		形成外科		0		0.9272435304		1.0745528713		0.9345365402		0.8477537542		1.6251781805		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5

										救急科						1																										1				80～84歳 サイ		0.64		0.33		0.48						2030年 ネン		形成外科		0		0		1.0497207671		1.057977092		0.9472158487		0.8236138788		1.702894899		0		0		0		0		0		0		0		0		6

										形成外科		1		1		1		1		2																						6				85歳以上 サイ イジョウ		0.92		0.29		0.60						2035年 ネン		形成外科		0		0		0		1.0335280416		1.072331178		0.9202437799		0.8629994481		1.4574145777		0		0		0		0		0		0		0		5

										リハビリテーション科				1		2				3		2		1						1												10				90歳以上 サイイジョウ		0.00		0.00		0.00						2040年 ネン		形成外科		0		0		0		0		1.0475504155		1.0417964374		0.9642502326		0.7385940125		1.27938671		0		0		0		0		0		0		5

										病理				3		1				2																						6				95歳以上 サイ イジョウ		0.00		0.00		0.00						2036年 ネン		形成外科		0		0		0		1.0363325164		1.0576734137		0.9290450705		0.858050216		1.4218090042		0		0		0		0		0		0		0		5

										臨床検査																																0

										その他		75		2		4		5		1		1		2				1														91				※　医師・歯科医師・薬剤師統計より算出 イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ サンシュツ

										三重県 ミエケン		143		91		82		97		99		60		63		48		31		28		11		2		2		0		0		757

										総合診療 ソウゴウ シンリョウ





																																														令和２年度（2020年度） レイワ ネンド ネンド												既存医師数 キゾン イシスウ

										総計 ソウケイ		令和２年（2020年）　医師・歯科医師・薬剤師統計 レイワ ネン ネン イシ シカイシ ヤクザイシトウケイ																																		35歳未満医師の男性比率（新規供給医師の男女比率） サイ ミマン イシ ダンセイヒリツ シンキ キョウキュウ イシ ダンジョ ヒリツ												総計　男②＋女② ソウケイ オトコ オンナ

												29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		総計 ソウケイ						男性比率 ダンセイ ヒリツ		男性医師 ダンセイ イシ		総数 ソウスウ						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		計 ケイ

										内科		76		130		110		157		162		137		196		192		166		146		72		34		23		4		0		1,605				内科		74%		153		206						2020年 ネン		形成外科		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		19

										外科		24		28		39		43		35		33		35		38		29		18		11		6		3		1		0		343				外科		75%		39		52						2025年 ネン		形成外科		0		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		19

										整形外科		13		19		29		38		24		40		52		30		26		12		9		11		2		2		0		307				整形外科		91%		29		32						2030年 ネン		形成外科		0		0		3		1		4		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		18

										小児科		13		25		19		18		29		15		19		34		28		16		11		4		0		0		1		232				小児科		68%		26		38						2035年 ネン		形成外科		0		0		0		3		1		3		2		5		2		1		0		0		0		0		0		17

										精神科		9		16		14		22		32		20		34		20		17		14		7		3		9		2		0		219				精神科		88%		22		25						2040年 ネン		形成外科		0		0		0		0		3		1		3		2		4		2		0		0		0		0		0		15

										眼科		12		16		7		14		31		27		22		23		14		10		1		4		1		1		0		183				眼科		64%		18		28						2036年 ネン		形成外科		0		0		0		3		1		3		2		5		2		0		0		0		0		0		0		16

										産婦人科		16		16		17		15		20		14		17		19		21		17		10		3		3		2		0		190				産婦人科		41%		13		32

										脳神経外科		4		14		12		8		10		11		14		11		8		5		1		0		0		0		0		98				脳神経外科		83%		15		18

										麻酔科		7		13		11		16		10		4		9		3		4		1		0		0		0		0		0		78				麻酔科		55%		11		20				男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

										耳鼻咽喉科		3		3		7		8		11		16		15		17		14		9		7		0		0		1		0		111				耳鼻咽喉科		83%		5		6						年 ネン		診療科 シンリョウカ		採用数 サイヨウスウ		男性比 ダンセイ ヒ		男性医師 ダンセイ イシ		27歳 サイ		28歳 サイ		29歳 サイ		30歳 サイ		31歳 サイ		32歳 サイ		33歳 サイ		34歳 サイ		35歳 サイ		36歳 サイ		37歳 サイ		38歳 サイ		39歳 サイ		40歳 サイ		41歳 サイ		42歳 サイ		43歳 サイ		44歳 サイ		45歳 サイ		46歳 サイ		計 ケイ

										皮膚科		6		9		7		17		17		13		14		14		8		8		3		0		2		1		0		119				皮膚科		33%		5		15						2020年 ネン		形成外科

										泌尿器科		8		15		4		6		9		7		15		12		12		4		4		2		0		0		0		98				泌尿器科		78%		18		23				27歳 サイ		2021年 ネン		形成外科				33%		0		0																																								0

										放射線科		9		15		16		9		18		12		9		7		3		2		0		0		0		0		0		100				放射線科		58%		14		24				28歳 サイ		2022年 ネン		形成外科				33%		0		0		0																																						0

										救急科		0		3		6		5		7		1		4		1		1		0		0		0		0		0		0		28				救急科		100%		3		3				29歳 サイ		2023年 ネン		形成外科				33%		0		0		0		0																																				0

										形成外科		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		18				形成外科		33%		1		3				30歳 サイ		2024年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		0		0		0																																		2

										リハビリテーション科		2		3		2		2		5		3		4		4		0		2		1		0		0		0		0		28				リハビリテーション科		80%		4		5				31歳 サイ		2025年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		0		0		0																																3

										病理		0		6		1		1		4		3		2		2		5		0		0		0		0		0		0		24				病理		50%		3		6				32歳 サイ		2026年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		0		0		0																														4

										臨床検査		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		0		0		0		3				臨床検査		70%

mieken: 臨床検査は医師数のデータが無いため、総計の比率で算出		0		0				33歳 サイ		2027年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		1		0		0		0																												5

										その他		205		29		13		14		12		5		11		7		6		5		5		3		0		1		0		316				その他		67%		157		234				34歳 サイ		2028年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		1		1		0		0		0																										6

										三重県 ミエケン		409		361		317		395		442		364		473		434		364		269		143		70		43		15		1		4,100				三重県 ミエケン		70%		536		770				35歳 サイ		2029年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0																								7

										総合診療 ソウゴウ シンリョウ																																				総合診療 ソウゴウシンリョウ		70%

mieken: 総合診療はは医師数のデータが無いため、総計の比率で算出																																						

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		36歳 サイ		2030年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0																						8

																																																								37歳 サイ		2031年 ネン		形成外科		2.9		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0																				9

																																																								38歳 サイ		2032年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0																		10

										2018（H30）年度～令和４（2022）年度　専攻医採用数（５年間の合計人数） ネンド レイワ ネンド センコウイ サイヨウ スウ ネンカン ゴウケイ ニンズウ																																														39歳 サイ		2033年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0																11

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリテーション科		総合診療		三重県 ミエケン				40歳 サイ		2034年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0														12

										三重県　5年間の採用数				157		26		17		13		57		32		30		26		9		21		14		20		25		11		2		3		0		6		9		478				41歳 サイ		2035年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0												13

										年平均　採用数 ネンヘイキン サイヨウスウ				31		5		3		3		11		6		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		0		1		2		96				42歳 サイ		2036年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0										14

										形成外科立上後、年平均採用数 タチア ゴ ネン ヘイキン サイヨウスウ				31		5		3		3		11		6		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		3		1		2		98				43歳 サイ		2037年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0								15

										専攻医以外の医師を加味（×1.02） センコウイ イガイ イシ カミ				1.02																																										44歳 サイ		2038年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0						16

										R3～R13・2021-2031までの年平均採用数 ネンヘイキン サイヨウ スウ																																※形成外科はR6からプログラム開始を見込む（年2.87人） ケイセイゲカ カイシ ミコ ネン ニン														45歳 サイ		2039年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0				17

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリテーション科		総合診療		三重県 ミエケン				46歳 サイ		2040年 ネン		形成外科		2.3		33%		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		18

										年間採用数（専攻医外を加味*1.02） ネンカン サイヨウスウ センコウイ ガイ カミ				32		5		3		3		12		7		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		2.9

mieken: R6から研修開始（R6-R13（８年）		1		2		100



										医学部定員減後 イガクブ テイインゲン ゴ		2032年から ネン		-20		人（R6（2024）定員から地域枠臨時定員20名が削減されると仮定） ニン テイイン チイキワク リンジテイイン メイ サクゲン カテイ																																										男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

										区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリテーション科		総合診療		三重県 ミエケン						①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

										年間採用数（専攻医外を加味*1.02） ネンカン サイヨウスウ センコウイ ガイ カミ				32		5		3		3		12		7		6		5		2		4		3		4		5		2		0		1		3		1		2		100						男 オトコ		残存率 ザンゾンリツ				1.29		1.06		1.09		1.06		0.96		1.01		0.99		0.94		0.88		0.82		0.70		0.77		0.00		0.00

										医学部定員減による採用減 イガクブテイインゲン サイヨウ ゲン				-6		-1		-1		-1		-2		-1		-1		-1		-0		-1		-1		-1		-1		-0		-0		-0		-1		-0		-0		-20						年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

										医学部定員減後 イガクブテイイン ゲン ゴ				26		4		3		2		9		5		5		4		1		3		2		3		4		2		0		0		2		1		1		80						2025年 ネン		形成外科		2		0																												2

																																																										2030年 ネン		形成外科		3		5		0																										8

																																																										2035年 ネン		形成外科		3		6		4		0																								13

																																																										2040年 ネン		形成外科		3		6		5		4		0																						19

																																																										2036年 ネン		形成外科		3		6		5		0																								14





																																																										男 オトコ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

																																																										男 オトコ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.239		1.212		1.212		1.136		1.136		1.025		1.025		0.862		0.862		0.638		0.638		0.638		0.638

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

																																																										2025年 ネン		形成外科		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2

																																																										2030年 ネン		形成外科		4		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10

																																																										2035年 ネン		形成外科		4		8		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16

																																																										2040年 ネン		形成外科		4		8		6		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22

																																																										2036年 ネン		形成外科		4		8		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18



																																																								女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ				黄色セル キイロ		入力か所 ニュウリョク ショ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		採用数 サイヨウスウ		女性比 ジョセイ ヒ		女性医師 ジョセイ イシ		27歳 サイ		28歳 サイ		29歳 サイ		30歳 サイ		31歳 サイ		32歳 サイ		33歳 サイ		34歳 サイ		35歳 サイ		36歳 サイ		37歳 サイ		38歳 サイ		39歳 サイ		40歳 サイ		41歳 サイ		42歳 サイ		43歳 サイ		44歳 サイ		45歳 サイ		46歳 サイ		計 ケイ

																																																										2020年 ネン		形成外科

																																																								27歳 サイ		2021年 ネン		形成外科		0.0		67%		0		0																																								0

																																																								28歳 サイ		2022年 ネン		形成外科		0.0		67%		0		0		0																																						0

																																																								29歳 サイ		2023年 ネン		形成外科		0.0		67%		0		0		0		0																																				0

																																																								30歳 サイ		2024年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		0		0		0																																		4

																																																								31歳 サイ		2025年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		0		0		0																																6

																																																								32歳 サイ		2026年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		0		0		0																														8

																																																								33歳 サイ		2027年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		2		0		0		0																												10

																																																								34歳 サイ		2028年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		2		2		0		0		0																										12

																																																								35歳 サイ		2029年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0																								14

																																																								36歳 サイ		2030年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0																						16

																																																								37歳 サイ		2031年 ネン		形成外科		2.9		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0																				18

																																																								38歳 サイ		2032年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0																		20

																																																								39歳 サイ		2033年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0																21

																																																								40歳 サイ		2034年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0														23

																																																								41歳 サイ		2035年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0												25

																																																								42歳 サイ		2036年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0										27

																																																								43歳 サイ		2037年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0								29

																																																								44歳 サイ		2038年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0						31

																																																								45歳 サイ		2039年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0				33

																																																								46歳 サイ		2040年 ネン		形成外科		2.3		67%		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		0		0		0		35





																																																										女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										①　医師数に年齢階級別残存率を加味したもの イシスウ ネンレイ カイキュウベツ ザンゾンリツ カミ

																																																										女 オンナ		残存率 ザンゾンリツ				0.98		1.13		1.12		1.01		0.93		1.05		0.97		0.88		0.99		0.92		0.48		0.60		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

																																																										2025年 ネン		形成外科		4		0																												4

																																																										2030年 ネン		形成外科		6		8		0																										13

																																																										2035年 ネン		形成外科		6		10		9		0																								24

																																																										2040年 ネン		形成外科		6		10		11		9		0																						35

																																																										2036年 ネン		形成外科		6		10		11		0																								26





																																																										女 オンナ		新規医師数 シンキ イシスウ

																																																										②　①に労働時間比を加味したもの ロウドウジカンヒ カミ

																																																										女 オンナ		労働時間比 ロウドウジカンヒ		1.149		0.949		0.949		0.836		0.836		0.872		0.872		0.769		0.769		0.624		0.624		0.624		0.624

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		0.00		0.00

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		女計 オンナ ケイ

																																																										2025年 ネン		形成外科		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4

																																																										2030年 ネン		形成外科		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14

																																																										2035年 ネン		形成外科		7		9		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24

																																																										2040年 ネン		形成外科		7		9		10		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34

																																																										2036年 ネン		形成外科		7		9		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26





																																																										男＋女　総計　　　新規医師数 オトコ オンナ ソウケイ シンキ イシスウ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		男計 オトコ ケイ

																																																										2025年 ネン		形成外科		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7

																																																										2030年 ネン		形成外科		10		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24

																																																										2035年 ネン		形成外科		10		17		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40

																																																										2040年 ネン		形成外科		10		17		17		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56

																																																										2036年 ネン		形成外科		10		17		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		44



																																																										既存医師数＋新規医師数 キゾン イシスウ シンキイシスウ

																																																										総計　男＋女 ソウケイ オトコ オンナ

																																																										年 ネン		診療科 シンリョウカ		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上		95歳以上		計 ケイ

																																																										2020年 ネン		形成外科		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		19

																																																										2025年 ネン		形成外科		7		2		1		3		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		0		25

																																																										2030年 ネン		形成外科		10		13		3		1		4		2		6		3		1		0		0		0		0		0		0		42

																																																										2035年 ネン		形成外科		10		17		13		3		1		3		2		5		2		1		0		0		0		0		0		57

										第７回医療従事者の需給に関する検討会　第30回医師需給分科会　別添資料３　平成31年３月22日 ダイ カイ イリョウジュウジシャ ジュキュウ カン ケントウカイ ダイ カイ イシジュキュウブンカカイ ベッテン シリョウ ヘイセイ ネン ガツ ニチ																																																2040年 ネン		形成外科		10		17		17		12		3		1		3		2		4		2		0		0		0		0		0		71

										httpswww.mhlw.go.jpstfshingi20000209695_00001.html																						44734																										2036年 ネン		形成外科		10		17		17		3		1		3		2		5		2		0		0		0		0		0		0		60

																																医師専門研修部会 イシ センモンケンシュウブカイ

										三重県
2036年
必要医師数
（国算定値） ミエケン ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイチ		
診療科 シンリョウカ		2020年
医師数
（三師統計） ネン イシスウ サンシトウケイ		2016年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2024年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		2030年
必要医師数
（国算定算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ サンテイチ		2036年
必要医師数
（国算定値） ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ		充足率 ジュウソクリツ		不足数 フソク スウ		候補 コウホ				2018年
必要医師数
（国算定値）※ ネン ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイ アタイ						PPT資料用 シリョウ ヨウ

														①				②				②　※		①÷②		②－①																																グラフ用 ヨウ				3						5		6										4

										4,436		内科 ナイカ		1,605		1753		1,785		1,785		1,737		92%		132		○				1,784												2020年 ネン		2025年 ネン		2030年 ネン		2035年 ネン		2036年 ネン		2040年 ネン								2016年
（H28） ネン		2020年
（R2） ネン		2025年
（R7） ネン		2030年
（R12） ネン		2036年
（R18） ネン		2040年
（R22） ネン				2035年
（R17） ネン				2024年
（R6） ネン		2032年
（R14） ネン

												外科 ゲカ		343		466		459		450		432		79%		89		○										形成外科		医師数（推計） イシスウ スイケイ		①		19		25		42		57		60		71				形成外科		医師数（供給推計） イシスウ キョウキュウ スイケイ				19		25		42		60		71				57

												整形外科 セイケイ ゲカ		307		327		335		335		323		95%		16		△				347						形成外科		必要医師数 ヒツヨウ イシスウ		②						49				47						形成外科		必要医師数(国算定値) ヒツヨウ イシスウ クニ サンテイチ		51						49		47						47				50

												小児科 ショウニカ		232		257		242		231		220		105%		▲ 12						255						必要医師数との差 ヒツヨウイシスウ サ				①－②						(7)				13						診療科指定の効果開始時期（仮） シンリョウカシテイ コウカカイシ ジキ カリ

												精神科 セイシンカ		219		239		227		220		210		104%		▲ 9						243						充足率 ジュウソクリツ				①÷②						89%				128%								差 サ								(7)		13				10

												眼科 ガンカ		183		193		193		190		181		101%		▲ 2						191

												産婦人科 サンフジンカ		190		195		177		166		156		122%		▲ 34

												脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		98		128		134		136		135		73%		37		○				128

												麻酔科 マスイカ		78		143		141		138		133		59%		55		○				150

												耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		111		136		128		123		116		96%		5						128

												皮膚科 ヒフカ		119		125		118		113		107		111%		▲ 12						134

												泌尿器科 ヒニョウキカ		98		108		109		109		105		93%		7						120

												放射線科 ホウシャセンカ		100		102		101		100		96		104%		▲ 4						104

												救急科 キュウキュウ カ		28		60		60		59		56		50%		28		○

												形成外科 ケイセイ ゲカ		18

作成者: 形成１４、美容外科4																																

mieken: R6から研修開始（R6-R13（８年）		

mieken: 臨床検査は医師数のデータが無いため、総計の比率で算出																																						

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		

mieken: 80歳以上と同じ比率を採用		

mieken: ８０歳以上と同じ比率を採用
		51		50		49		47		38%		29		△　専門研修立上が先決 センモン ケンシュウ タ ア センケツ				57

												リハビリテーション科 カ		28		35		34		34		33		85%		5						38

												病理 ビョウリ		24		28		28		27		26		92%		2

												臨床検査 リンショウ ケンサ		3		9		9		8		8		38%		5

												総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		-		-		（その他に含む） タ フク				（その他に含む） タ フク		-		-		要検討 ヨウ ケントウ

												その他（初期研修医、その他） タ ショキ ケンシュウイ タ		316				316		315		315		-		▲ 1		（「その他」は算定対象外） タ サンテイ タイショウ ガイ

												計 ケイ		4,100		4,355		4,646		4,588		4,436		92%		336						3,679









形成外科	医師数（供給推計）	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	18.998705011401704	25.431326705050143	41.925158134922413	60.20810304706653	形成外科	必要医師数(国算定値)	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	51	49	47	診療科指定の効果開始時期（仮）	2016年	
（H28）	2020年	
（R2）	2025年	
（R7）	2030年	
（R12）	2036年	
（R18）	









係数まとめ（参考資料２）

				○　新規養成数の推計（診療科別） シンキ ヨウセイスウ スイケイ シンリョウカベツ

				区分 クブン				内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理

				年間採用数（2021～2031年度） ネンカン サイヨウスウ ネンド				32		5		3		3		12		7		6		5		2		4		3		4		5		2

				年間採用数（2032～2036年度）※1 ネンカン サイヨウスウ ネンド				26		4		3		2		9		5		5		4		1		3		2		3		4		2



				区分 クブン				臨床検査		救急科		形成外科※2		リハビリテーション科		総合診療科 ソウゴウ シンリョウ カ		三重県 ミエケン

				年間採用数（2021～2031年度） ネンカン サイヨウスウ ネンド				0		1		3		1		2		100

				年間採用数（2032～2036年度）※1 ネンカン サイヨウスウ ネンド				0		0		2		1		1		80

				※１　医学部臨時定員の効果（＋20名）を加味しない人数 ニンズウ

				※２　形成外科は2024年度（令和6年度）以降の採用数を掲載　 ケイセイゲカ ネンド レイワ ネンド イコウ サイヨウスウ ケイサイ

										資料：日本専門医機構「年度採用数」、 厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（統計） シリョウ ニホンセンモンイキコウ ネンド サイヨウスウ

				○　残存率（性年齢階級別） ザンゾンリツ セイ ネンレイ カイキュウ ベツ

				性 セイ		区分 クブン		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上

				男 オトコ		残存率 ザンゾンリツ				1.29		1.06		1.09		1.06		0.96		1.01		0.99		0.94		0.88		0.82		0.70		0.77		0.00

				女 オンナ						0.98		1.13		1.12		1.01		0.93		1.05		0.97		0.88		0.99		0.92		0.48		0.60		0.00

										資料：厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（統計）2010年～2020年 シリョウ コウセイロウドウショウ イシ シカイシ トウケイ ネン ネン



				○　仕事率（性年齢階級別） シゴトリツ

				性 セイ		区分 クブン		29歳以下		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80～84歳		85歳以上		90歳以上

				男 オトコ		仕事率
（労働時間比） シゴトリツ ロウドウジカンヒ		1.24		1.21		1.21		1.14		1.14		1.02		1.02		0.86		0.86		0.64		0.64		0.64		0.64		0.00

				女 オンナ				1.15		0.95		0.95		0.84		0.84		0.87		0.87		0.77		0.77		0.62		0.62		0.62		0.62		0.00

										資料：医師偏在指標に係るデータ集（令和元年度） シリョウ イシヘンザイ シヒョウ カカ シュウ レイワ ガンネンド







労働時間比

		性・年齢階級別労働時間比 セイ ネンレイ カイキュウ ベツ ロウドウ ジカン ヒ						※平成28年度厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」(研究班)より、医療施設従事医師の性・年齢階級別の平均労働時間を算出。



								男性・年齢階級別労働時間比 ダンセイ ロウドウ ジカン ヒ																										女性・年齢階級別労働時間比 ジョセイ

		圏域区分 ケンイキ クブン		都道府県名 トドウフケン メイ		圏域名 ケンイキ メイ		～24歳 サイ		25～29歳 サイ		30～34歳 サイ		35～39歳 サイ		40～44歳 サイ		45～49歳 サイ		50～54歳 サイ		55～59歳 サイ		60～64歳 サイ		65～69歳 サイ		70～74歳 サイ		75～79歳 サイ		80歳以上 イジョウ		～24歳 サイ		25～29歳 サイ		30～34歳 サイ		35～39歳 サイ		40～44歳 サイ		45～49歳 サイ		50～54歳 サイ		55～59歳 サイ		60～64歳 サイ		65～69歳 サイ		70～74歳 サイ		75～79歳 サイ		80歳以上 イジョウ

		全国 ゼンコク		00 全国		00    全国 ゼンコク		1.239		1.239		1.212		1.212		1.136		1.136		1.025		1.025		0.862		0.862		0.638		0.638		0.638		1.149		1.149		0.949		0.949		0.836		0.836		0.872		0.872		0.769		0.769		0.624		0.624		0.624





		※　令和元年度に医師偏在指標を算定する際に使用したデータ レイワ ガンネンド イシヘンザイシヒョウ サンテイ サイ シヨウ

		24三重県：医師偏在指標に係るデータ集より ミエケン イシヘンザイ シヒョウ カカ シュウ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専攻医数

						１　2018（H30）年度～令和４（2022）年度　専攻医採用数（５年間の合計人数） ネンド レイワ ネンド センコウイ サイヨウ スウ ネンカン ゴウケイ ニンズウ

				人口比 ジンコウヒ		都道府県		R2人口
(国勢調査) ジンコウ コクセイチョウサ		内科		小児科		皮膚科		精神科		外科		整形外科		産婦人科		眼科		耳鼻咽喉科		泌尿器科		脳神経外科		放射線科		麻酔科		病理		臨床検査		救急科		形成外科		リハビリ		総合診療		全科 ゼンカ				都道府県		R2人口
(国勢調査) ジンコウ コクセイチョウサ		人口規模2割以内 ジンコウ キボ ワリ イナイ		同規模県
形成外科採用数 ドウキボ ケン ケイセイ ゲカ サイヨウスウ		件数 ケンスウ										( 参考 )　専門研修プログラム別採用数（三重県） サンコウ センモン ケンシュウ ベツ サイヨウスウ ミエケン

				69%		北海道		5 224614 		449		98		47		72		156		102		62		64		58		54		48		46		118		26		0		51		28		18		66		1,563				北海道		5 224614 		0.34

				16%		青森県		1 237984 		97		26		13		15		38		26		17		7		16		14		7		9		18		5		1		13		7		4		11		344				青森県		1 237984 		1.43														NO		領域 リョウイキ		基幹施設 キカン シセツ		平成30年度開始 ヘイセイ ネンド カイシ		令和元年度開始 レイワ ガン ネンド カイシ		令和2年度開始 レイワ ネンド カイシ		令和3年度開始 レイワ ネンド カイシ		令和４年度開始 レイワ ネンド カイシ				累計 ルイケイ

				16%		岩手県		1 210534 		130		16		14		17		36		31		16		7		7		22		12		3		12		3		0		6		10		1		6		349				岩手県		1 210534 		1.46																				採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ				採用数 サイヨウスウ

				31%		宮城県		2 301996 		283		54		22		32		106		46		51		31		30		18		29		16		27		5		0		19		16		3		10		798				宮城県		2 301996 		0.77														1-1		内科 ナイカ		三重大学医学部附属病院 ミ		35		21		27		23		28				157

				13%		秋田県		959502 		82		12		10		20		32		17		11		9		9		18		8		7		15		9		0		4		0		0		3		266				秋田県		959502 		1.84						プログラムなし								1-2				市立四日市病院 シ		3		1		1		3		0

				14%		山形県		1 068027 		96		12		4		23		28		28		22		6		12		9		9		9		9		6		0		7		2		1		4		287				山形県		1 068027 		1.66														1-3				伊勢赤十字病院 イ		2		8		3		0		1

				24%		福島県		1 833152 		134		26		8		41		54		20		17		10		12		14		21		13		31		4		1		10		7		2		16		441				福島県		1 833152 		0.97		7.00		1.00										1-4				岡波総合病院 オカナミ ソウゴウ ビョウイン						0		1		0

				38%		茨城県		2 867009 		226		49		29		34		63		41		42		27		19		18		15		18		39		5		0		23		11		13		23		695				茨城県		2 867009 		0.62														2		小児科 ショウニカ		三重大学医学部附属病院 ミ		5		5		9		5		2				26

				26%		栃木県		1 933146 		208		45		20		36		59		35		36		26		9		28		9		20		21		7		2		29		30		4		16		640				栃木県		1 933146 		0.92		30.00		1.00										3		皮膚科 ヒフカ		三重大学医学部附属病院 ミ		2		6		1		6		2				17

				26%		群馬県		1 939110 		130		25		17		39		31		25		16		9		13		19		12		25		33		4		4		23		0		6		18		449				群馬県		1 939110 		0.91						プログラムなし								4-1		精神科 セイシンカ		三重大学医学部附属病院 ミ		3		4		1		1		1				13

				97%		埼玉県		7 344765 		476		120		49		113		109		67		74		72		41		34		48		40		97		16		5		53		45		27		39		1,525				埼玉県		7 344765 		0.24														4-2				こころの医療センター イリョウ								3		0

				83%		千葉県		6 284480 		558		107		42		112		141		151		51		84		40		69		33		42		92		16		3		84		62		35		41		1,763				千葉県		6 284480 		0.28														5-1		外科 ゲカ		三重大学医学部附属病院 ミ		5		10		9		7		9				57

				186%		東京都		14 047594 		2,601		642		377		476		849		582		621		353		281		290		233		226		425		116		29		307		219		109		139		8,875				東京都		14 047594 		0.13														5-2				市立四日市病院 シ		2		2		4		1		4

				122%		神奈川県		9 237337 		951		162		77		175		232		183		130		92		64		88		54		86		177		20		5		139		94		27		49		2,805				神奈川県		9 237337 		0.19														5-3				伊勢赤十字病院 イ				2		0		2		0

				29%		新潟県		2 201272 		211		24		17		27		53		30		32		11		21		6		17		8		24		6		0		16		14		4		5		526				新潟県		2 201272 		0.80		14.00		1.00										6-1		整形外科 セイケイ ゲカ		三重大学医学部附属病院 ミ		4		4		7		8		6				32

				14%		富山県		1 034814 		82		15		7		18		36		5		21		10		5		7		4		0		23		3		1		6		2		2		12		259				富山県		1 034814 		1.71														6-2				鈴鹿回生病院 ス		0		0		0		3		0

				15%		石川県		1 132526 		197		19		18		46		55		51		24		29		24		26		14		16		36		2		0		8		19		5		4		593				石川県		1 132526 		1.56														7-1		産婦人科 サンフジンカ		三重大学医学部附属病院 ミ		5		2		11		7		5				30

				10%		福井県		766863 		52		11		12		23		20		9		15		10		9		8		8		8		11		9		2		15		5		2		6		235				福井県		766863 		2.31														7-2				伊勢赤十字病院 イ		0		0		0		0		0

				11%		山梨県		809974 		72		13		11		27		23		16		9		12		10		13		10		15		14		3		2		11		5		0		5		271				山梨県		809974 		2.19														8		眼科 ガンカ		三重大学医学部附属病院 ミ		7		6		7		2		4				26

				27%		⾧野県		2 048011 		194		42		13		34		55		36		18		12		9		20		10		15		21		11		1		21		16		5		36		569				⾧野県		2 048011 		0.86		16.00		1.00										9		耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		三重大学医学部附属病院 ミ		3		0		2		0		4				9

				26%		岐阜県		1 978742 		177		35		12		22		63		27		19		12		19		16		19		20		26		12		0		17		2		2		12		512				岐阜県		1 978742 		0.89		2.00		1.00										10		泌尿器科 ヒニョウキカ		三重大学医学部附属病院 ミ		4		3		6		2		6				21

				48%		静岡県		3 633202 		261		63		30		47		72		54		36		23		24		30		13		18		36		6		2		20		25		9		20		789				静岡県		3 633202 		0.49														11		脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		三重大学医学部附属病院 ミ		5		2		1		3		3				14

				100%		愛知県		7 542415 		801		142		121		143		244		191		145		97		71		67		72		84		149		28		1		53		45		34		81		2,569				愛知県		7 542415 		0.23														12		放射線科 ホウシャセンカ		三重大学医学部附属病院 ミ		6		5		3		2		4				20

				23%		三重県		1 770254 		157		26		17		13		57		32		30		26		9		21		14		20		25		11		2		3		0		6		9		478				三重県		1 770254 		1.00														13-1		麻酔科 マスイカ		三重大学医学部附属病院 ミ		6		4		3		0						25

				19%		滋賀県		1 413610 		165		25		18		20		32		42		17		15		14		19		8		13		39		7		0		11		0		2		26		473				滋賀県		1 413610 		1.25														13-2				市立四日市病院 シ		0		1		1		3		3

				34%		京都府		2 578087 		407		46		56		71		113		87		78		86		51		61		51		59		66		32		4		41		41		15		26		1,391				京都府		2 578087 		0.69														13-3				伊勢赤十字病院 イ		0		2						2

				117%		大阪府		8 837685 		1,052		234		122		203		374		213		190		135		92		101		104		82		165		27		1		112		86		19		25		3,337				大阪府		8 837685 		0.20														13-4				松阪中央総合病院 マ		0		0

				72%		兵庫県		5 465002 		803		150		52		97		168		148		66		64		46		54		47		57		133		14		3		75		57		39		30		2,103				兵庫県		5 465002 		0.32														13-5				県立総合医療センター ケンリツ ソウゴウ イリョウ										0

				18%		奈良県		1 324473 		161		32		19		46		29		40		22		14		18		13		16		23		21		7		0		24		10		3		43		541				奈良県		1 324473 		1.34														14		病理 ビョウリ		三重大学医学部附属病院 ミ		1		3		1		2		4				11

				12%		和歌山県		922584 		137		17		17		18		25		30		11		10		15		17		14		16		12		3		0		17		7		14		5		385				和歌山県		922584 		1.92														15		臨床検査 リンショウ ケンサ		三重大学医学部附属病院 ミ		0		0		2

作成者: 大学からの報告は０名であったが。臨床検査部からの報告では、カリキュラム制で２名採用していたため、０名→２名に修正。		0		0				2

				7%		鳥取県		553407 		79		16		4		15		29		14		8		8		9		14		7		10		12		3		0		6		5		1		6		246				鳥取県		553407 		3.20														16		救急科 キュウキュウ カ		三重大学医学部附属病院 ミ		1		0		1		0		1				3

				9%		島根県		671126 		69		11		6		13		17		9		12		5		2		4		6		9		10		5		0		12		0		6		20		216				島根県		671126 		2.64														17		形成外科 ケイセイ ゲカ		-														0

				25%		岡山県		1 888432 		320		47		46		53		171		69		53		45		23		48		49		36		75		15		0		32		34		3		25		1,144				岡山県		1 888432 		0.94		34.00		1.00										18		リハビリテーション科 カ		藤田医科大学七栗記念病院 フ ナ		0		2		0		2		1				6

				37%		広島県		2 799702 		272		26		20		31		67		46		32		29		25		25		16		28		41		11		1		28		5		14		16		733				広島県		2 799702 		0.63														18-2				三重大学医学部附属病院 ミ								0		1

				18%		山口県		1 342059 		84		13		14		10		24		21		15		11		5		16		5		6		19		3		0		3		0		0		17		266				山口県		1 342059 		1.32														19-1		総合診療 ソウゴウ シンリョウ		三重大学医学部附属病院 ミ		3		1		1		3		0				9

				10%		徳島県		719559 		89		9		7		16		18		11		14		5		6		12		6		11		18		7		0		18		10		3		6		266				徳島県		719559 		2.46														19-2				三重県地域医療研修センター（紀南病院） ミエケン チイキ イリョウ ケンシュウ キ						1		0		0

				13%		香川県		950244 		109		19		4		11		14		19		7		13		7		6		6		8		5		2		0		7		7		0		1		245				香川県		950244 		1.86																計 ケイ				102		94		102		89		91				478

				18%		愛媛県		1 334841 		111		23		5		22		43		28		20		17		18		19		7		23		19		2		3		8		6		1		9		384				愛媛県		1 334841 		1.33

				9%		高知県		691527 		71		9		10		19		16		17		10		9		5		14		15		10		17		3		0		15		1		0		7		248				高知県		691527 		2.56																（再掲） サイケイ

				68%		福岡県		5 135214 		743		135		63		128		214		214		125		60		65		62		79		62		112		28		3		58		31		15		42		2,239				福岡県		5 135214 		0.34																		基幹施設 キカン シセツ		平成30年度開始 ヘイセイ ネンド カイシ		令和元年度開始 レイワ ガン ネンド カイシ		令和2年度開始 レイワ ネンド カイシ		令和3年度開始 レイワ ネンド カイシ		令和４年度開始 レイワ ネンド カイシ				累計 ルイケイ

				11%		佐賀県		811442 		96		14		8		39		14		16		8		18		8		4		6		5		16		2		1		13		8		5		3		284				佐賀県		811442 		2.18																				採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ		採用数 サイヨウスウ				採用数 サイヨウスウ

				17%		⾧崎県		1 312317 		184		28		10		16		44		28		18		13		10		16		7		17		28		6		2		9		24		0		19		479				⾧崎県		1 312317 		1.35																		三重大学病院 ミエダイガク ビョウイン		95		76		92		71		80				414

				23%		熊本県		1 738301 		171		32		21		30		53		37		21		20		15		20		17		22		22		7		0		25		6		3		17		539				熊本県		1 738301 		1.02		6.00		1.00														県立総合医療センター ケンリツ ソウゴウ イリョウ		0		0		0		0		0				0

				15%		大分県		1 123852 		124		21		11		16		34		18		16		12		10		4		3		9		19		2		0		5		10		0		12		326				大分県		1 123852 		1.58																		市立四日市病院 シリツ ヨッカイチビョウイン		5		4		6		7		7				29

				14%		宮崎県		1 069576 		60		25		11		12		13		24		15		14		6		10		5		7		14		1		1		15		1		0		10		244				宮崎県		1 069576 		1.66																		伊勢赤十字病院 イセセキジュウジビョウイン		2		12		3		2		3				22

				21%		鹿児島県		1 588256 		200		23		5		19		48		37		36		21		9		9		18		19		26		1		2		25		3		11		14		526				鹿児島県		1 588256 		1.11		3.00		1.00														岡波総合病院 オカナミ ソウゴウ ビョウイン		0		0		0		1		0				1

				19%		沖縄県		1 467480 		147		44		9		35		38		31		37		15		17		17		4		12		28		7		0		30		17		3		31		522				沖縄県		1 467480 		1.21		17.00		1.00														鈴鹿回生病院 スズカ カイセイ ビョウイン		0		0		0		3		0				3

						合計		126,146,099		14,279		2,783		1,525		2,545		4,210		3,004		2,346		1,678		1,288		1,474		1,215		1,308		2,396		528		82		1,527		1,033		476		1,041		44,738				合計		126,146,099				129.00		9.00		2.9												藤田医科大学七栗記念病院 フジタ イカダイガク ナナクリキネンビョウイン		0		2		0		2		1				5

																																																																										三重県地域医療研修センター ミエケン チイキイリョウ ケンシュウ		0		0		1		0		0				1

																																																																										こころの医療センター イリョウ		0		0		0		3		0				3

																																																																										松阪中央総合病院 マツサカ チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		0		0		0		0		0				0

																																																																										計 ケイ		102		94		102		89		91				478



																																																																										三重大学病院の専攻医割合 ミエダイガク ビョウイン センコウイ ワリアイ		93%		81%		90%		80%		88%				87%

																																																																						※三重県調べ（令和4年４月現在） ミエケン シラ レイワ ネン ガツ ゲンザイ





総合診療医医師数

				三重総合診療HPより ミエ ソウゴウ シンリョウ

		1		総合診療部　教授 ソウゴウ シンリョウブ キョウジュ		山本憲彦 ヤマモト ノリヒコ		先生 センセイ

		2		専攻医・修了生 センコウイ シュウリョウセイ		宮松弥生 ミヤマツ ヤヨイ		先生 センセイ

		3		専攻医・修了生 センコウイ シュウリョウセイ		二宮隆仁 ニノミヤ タカヒト		先生 センセイ

		4		専攻医・修了生 センコウイ シュウリョウセイ		橋本修嗣 ハシモト オサム ツグ		先生 センセイ

		5		指導医 シドウイ		若林英樹 ワカバヤシ ヒデキ		先生 センセイ

		6		指導医 シドウイ		宮崎景 ミヤザキ ケイ		先生 センセイ

		7		指導医 シドウイ		山本貴之 ヤマモト タカユキ		先生 センセイ

		8		指導医 シドウイ		岩佐紘 イワサ ヒロシ		先生 センセイ

		9		指導医 シドウイ		笹本浩平 ササモト コウヘイ		先生 センセイ

		10		指導医 シドウイ		谷崎隆太郎 タニザキ リュウタロウ		先生 センセイ

		11		指導医 シドウイ		江角悠太 エスミ ユウ タ		先生 センセイ

		12		指導医 シドウイ		矢部千鶴 ヤベ チヅル		先生 センセイ

		13		指導医 シドウイ		上垣内隆文 カミガイト タカフミ		先生 センセイ

		14		専攻医１ センコウイ

		15		専攻医２ センコウイ

		16		専攻医３ センコウイ

		17		専攻医４ センコウイ

		18		専攻医５ センコウイ

		19		専攻医６ センコウイ

		20		専攻医７ センコウイ

		21		専攻医８ センコウイ

		22		専攻医９ センコウイ





初期研修医採用数

																								医学部定員 イガクブ テイイン

																		H28		126		H22入学 ニュウガク		125

																		H29		110		H23入学 ニュウガク		125

																		H30		121		H24入学 ニュウガク		125

																		R1		117		H25入学 ニュウガク		125

																		R2		128		H26入学 ニュウガク		125

																		R3		124		H27入学 ニュウガク		125

																		R4		129		H28入学 ニュウガク		125

																		計 ケイ		855

																		平均 ヘイキン		122.1
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○　新規養成数の推計（診療科別）


内科


小児科


皮膚科


32


5


3


26


4


3


臨床検査


救急科


形成外科※2�


0


1


3


区分
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