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(21) 都道府県別、心電図異常の者の割合（平成19年度）
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(23) 都道府県別、痩身傾向児の出現率（平成19年度）
(24) 年齢別、疾病・異常被患率等（平成19年度）
(25) 都市階級別、疾病・異常被患率等（平成19年度）

21世紀出生児縦断調査
(26) 1年間に医療機関にかかった主な病気やけがの変化
(27) 兄弟構成の変化
(28) テレビを見る時間の変化
(29) コンピューターゲームをする時間の変化

その他
(30) 義務教育段階の児童生徒就学状況（平成19年度）
(31) 年次別、特別支援学級在籍児童生徒数
(32) 身体障害児（18歳未満）の原因（平成18年）
(33) 身体障害児（18歳未満）の原因疾患（平成18年）
(34) 年次別、小児慢性特定疾患治療研究事業の給付人数
(35) 乳児の月齢別、栄養状況
(36) 学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等

Ⅱ.環境に関する統計

ダイオキシン
(37) 年次別、血液中ダイオキシン類濃度
(38) 年齢と血液中ダイオキシン類濃度の関係
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本書で用いた統計資料の概要は以下のとおりである。

「人口動態統計」
　我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする調査であ
る。「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を
対象とし、市区町村長が、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。
　平成19年の調査期間は、平成19年1月1日～平成19年12月31日である。

「外表奇形等統計調査」「国際先天異常監視調査機構 (ICBDSR) 年次報告」
　昭和47年から全国的な規模で開始され、日本の総出産児のおおよそ10%にあたる児を、病院ベースで、先
天異常モニタリングを行っている。北海道から沖縄にわたるこれらの協力施設には、個人医院からいわゆる三
次病院にいたるさまざまな分娩施設が含まれている。
　平成18年調査では、平成18年1月1日より平成18年12月31日までに出産した外表奇形等について行っ
た。なお、各施設より報告されたもののうち、妊娠22週未満の出生児および明らかに外表奇形でないと考えら
れるものについては本統計より除外している。

「患者調査」
　医療施設（病院及び診療所）を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政
の基礎資料を得ることを目的として３年周期で実施している。
　全国の医療施設を利用する患者を対象とし、層化無作為により抽出した医療施設における患者を調査の
客体として、調査の期日は、平成17年調査では、病院については17年10月18日～20日（火～木）の３日間
のうち病院ごとに指定した１日とし、診療所については17年10月18日（火）、19日（水）、21日（金）の３日間の
うち診療所ごとに指定した１日とした。また、退院患者については、平成17年9月1日～30日までの1か月間とし
た。
　上記期日における患者についての性別、生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況などを調査している。

「学校保健統計」
　学校における児童、生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする調査である。調
査の範囲は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定
する学校（以下「調査実施校」という。）とし、調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（4月1日
現在）までの児童、生徒及び幼児（以下「児童等」という。）の一部である。
　調査事項は、①児童等の発育状態（身長、体重及び座高）、②児童等の健康状態（栄養状態、脊柱・胸
郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の
疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有
無及び結核に関する検診の結果）である。
　平成19年調査は、平成19年4月1日から6月30日の間に実施された。　

「21世紀出生児縦断調査」
　21世紀の初年に出生した子の実態及び経年変化の状況を継続的に観察することにより、少子化対策等
厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。同一客体を
長年にわたって追跡調査する縦断調査として、平成13年度から実施を開始した。
　調査対象は、全国の2001年1月10日から17日の間及び7月10日から17日の間に出生した子を対象とし、
厚生労働省が人口動態調査の出生票を基に調査客体を抽出した。双子、三つ子についてもそれぞれの子を
対象としている。
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「国勢調査」
　我が国の人口の状況を明らかにするため、大正9年以来ほぼ5年ごとに行われている調査である。国勢調
査は、大正9年を初めとする10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査とに大別され、その差異は、主
として調査事項の数にある。平成17年国勢調査はその18回目の簡易調査に当たり、平成17年10月1日午
前零時現在によって行われた。

「身体障害児・者実態調査結果」
　在宅身体障害児・者の生活の実情とニーズを把握し、今後における身体障害児・者福祉行政の企画・推
進のための基礎資料を得ることを目的として、5年に一度実施している調査である。

「乳幼児栄養調査」
　全国の乳幼児の栄養方法及び食事の状況等の実態を把握することにより、母乳育児の推進や乳幼児の
食生活の改善のための基礎資料を得ることを目的とする調査である。
　平成17年調査は、全国の4歳未満（平成17年5月31日現在）の乳幼児及び乳幼児のいる世帯を対象と
して、平成17年国民生活基礎調査により設定された単位区から抽出した2,000単位区内の4歳未満児（約
3,500人）及びその乳幼児のいる世帯（約3,000世帯）を客体とした。調査事項は母乳育児（授乳）及び離
乳食・幼児食の現状、子どもの生活習慣、健康状態等、調査時期は、平成17年9月中の1日であった。

「乳幼児身体発育調査」
　全国的に乳幼児の身体発育の状態を調査し、新たに我が国の乳幼児の身体発育値を定めて、乳幼児保
健指導の改善に資することを目的とした調査である。一般調査と病院調査の2種類が実施されている。
　一般調査では、平成 7年国勢調査地区のなかの3,000地区内の調査実施日において生後14日以上２
歳未満の乳幼児、及び3,000地区のうちから抽出した900地区内の2歳以上の小学校就学前の幼児を調
査の客体とした。調査時期は、平成12年9月1日から30日までの期間中に、保健所の所長が日を定めて行っ
た。
　病院調査では、全国の産科病床を有する病院のうち、平成12年医療施設基本ファイルから抽出した146
病院で出生し、平成12年9月中にいわゆる1か月健診を受診した乳幼児を調査の客体とした。調査時期は、
平成12年9月1日から30日までの期間に行った。

「日本人におけるダイオキシン類の蓄積量について」
　日本人の体内中ダイオキシン類の蓄積状況を把握することを目的に環境省が実施している。
　調査方法は、全国を５つの調査対象地域にブロック分けし、各調査対象地域において毎年１つの都道府
県を選定した。また、都道府県内には、３つの地区（都市、農村、漁村）を設定して調査対象地区とした。調査
対象地区内において、15～70歳で調査対象地区内の居住が長い住民の方を公募し、調査対象者とした。



8

「平成18年度大気汚染状況報告書」
　大気汚染の常時監視調査結果をとりまとめた報告書である。大気汚染の常時監視は、都道府県等におい
て継続的に大気汚染に係る測定を実施することにより、地域における大気汚染に関する緊急時の措置、
大気環境や発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を行うとともに、全国的
な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的として
いる。「大気汚染防止法」に基づき実施されている。

「平成19年度公共用水域水質測定結果」
　公共用水域の水質を常時監視することを目的とする調査であり、「水質汚濁防止法」の規定に基づき、
水質汚濁に係る環境基準が定められている項目を中心に、全国の都道府県が毎年定める測定計画に従って
昭和46年度から実施されている。

「平成17年度化学物質環境実態調査　モニタリング調査」
　一般環境中の既存化学物質の残留状況の把握を目的とする調査であり、「初期環境調査」、「詳細環境
調査」及び「モニタリング調査」という目的別の調査から構成されている。そのうち、モニタリング調査は、
POPs 条約の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化審法の特定化学物質及び監視
化学物質等のうち、環境残留性が高く環境残留実態の推移の把握が必要な物質を経年的に調査することを
目的とした調査である。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」制定時の附帯決議を踏まえ、
昭和49年度から実施されている。

「ＰＲＴＲデータの概要」
　事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを
目的とした「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づきＰＲＴＲ
制度が導入された。ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register制度（化学物質排出移動量届出
制度）は、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所から環境（大気、水、土壌）へ
の排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら把握し国に対して届け出るととも
に、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度である。

「国民健康・栄養調査」
　健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康
増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする調査である。平成20年国民生活基礎調
査により設定された単位区から無作為抽出した300単位区内の世帯及び当該世帯の１歳以上の世帯員を
調査客体とし、身体状況調査、栄養摂取状況調査、生活習慣調査を行っている。




