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(6) 医療費助成事業
12－30表 医療費助成状況、疾病別 200



(7) 特殊疾病対策事業
12－31表 特殊疾病認定患者数、疾病・区市町村別 214
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12－38表 医療機関情報システムアクセス件数 234
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13 予 防 衛 生

(1) 感染症予防事業
13－⚑表 感染症健康診断等実施報告数、対象者・検査機関別 236
13－⚒表 感染症健康診断等実施報告数、対象者・区市町村別 237
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13－⚕表 性感染症検査実績 246
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