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a-3) 平均余命(1981-2015 年） 

   (年） 

年 合計 男  女 

1981 67.77 66.28 69.27 

1990 68.55 66.84 70.47 

1996 70.8 - - 

2000 71.4 69.63 73.33 

2005 72.95 70.83 75.25 

2010 74.83 72.38 77.37 

2015 76.34 73.64 79.43 

 

a-4) 都市住民の上位疾病死亡率(2016 年) 

 

疾 病 
死亡率(10 万人当) 構成(％) 順 位 

合計 男 女 合計 男 女 合計 男 女 

結核を含む感染症 6.46 9.01 3.85 1.05 1.29 0.73 10 8 10 

悪性腫瘍 160.07 200.97 118.05 26.06 28.73 22.42 1 1 2 

内分泌・栄養・代謝疾患 20.43 19.42 21.47 3.33 2.78 4.08 6 6 6 

神経系疾患 7.50 7.63 7.37 1.22 1.09 1.40 8 9 8 

心臓病 138.70 142.30 135.00 22.58 20.34 25.64 2 2 1 

脳血管疾患 126.41 139.50 112.95 20.58 19.94 21.46 3 3 3 

呼吸器系疾患 69.03 79.65 58.12 11.24 11.39 11.04 4 4 4 

消化器系疾患 14.05 17.38 10.62 2.29 2.48 2.02 7 7 7 

泌尿・生殖系疾患 6.58 7.44 5.69 1.07 1.06 1.08 9 10 9 

外傷・中毒 37.34 48.12 26.25 6.08 6.88 4.99 5 5 5 

 
 
 
 
 


