
（10）自由記述（在宅医療・緩和ケアに関する課題等）
2-2. 調査結果 2-2-1. 病院（全般）、2-2-2. 病院（緩和ケア）

調査票 病院① 7-1, 病院② 1-10

在宅医療
＜人材・体制＞

� 当院は訪問看護ステーションも持ち、在宅医療実施のハードルは低いが、残念ながら訪問診療、往診を⾏ってくれる
医師がいない。絶対的な医師不⾜があり、⼊院患者を受け持つ医師も⾜りない状況である。今後、医師数が充⾜し、
対応⼒が出てきたら、適時訪問診療を開始したい。

＜連携＞
� 病院に地域枠のようなセミオープンのベッドがあり、地域の医師、看護師、介護士、薬剤師、ケアマネ等が主体的に利

⽤できると良い。 病院のスタッフがもっと気軽に地域に出られると良い。
＜患者・家族＞

� 在宅医療の場合、まず最初の壁は家族の受け⼊れではないかと考える。病状も大きく左右するのではないだろうか。
近年の社会情勢もあり、難しい問題であると思います。

緩和ケア
＜人材・体制＞

� 埼玉県の医師不⾜が深刻であり、緩和ケアに関しても、チームを引っ張っていける医師が不在のため、緩和ケアを実施
できる⼟壌があっても⼗分緩和ケアを⾏うことができていない。

� 緩和ケアチーム加算を算定させるチームがなくても、院内チームで活動している施設もある。診療報酬算定には繋がり
ませんが、チームを設置している施設同様対応しています。

� PCTの要件として、精神症状担当医師があるが、その点で難しいため、点数がとれるのは拠点病院に限られる。もっと
PCT活動を普及させるため精神症状の医師の要件を緩和すべき（非常勤でも可など）。

� がん診断の初期からの緩和ケアに関しては、多くの医師にそのような暇はありません。MSWも然りです。公的コーディ
ネーターを⾏政に配備すべきです。

＜技術＞
� がん診療医の知識向上（緩和ケア研修会を修了しても実際の臨床にあまり役⽴っていないと感じる）と患者・家族へ

の説明のしかたのスキルアップが急務。
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（1）外来延べ患者数
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 1診療所あたりの平均外来延べ患者数は2019年7月で1,313人、8月で1,167人、9月で1,218人と
なっている。

� 3か月の平均外来延べ患者数は1,233人となっている。

調査票 診療所 1-2

最小（人） 最大（人）

0 21,200

0 21,200

0 19,100

【平均外来延べ患者数】
（1診療所あたりの平均）

n=1226

n=1227

n=1228
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（2）在宅医療の実施有無
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 診療所における在宅医療の実施有無をみると、｢訪問診療も往診も⾏っている｣は18％、｢訪問診療のみ
⾏っている｣は3％、｢往診のみ⾏っている｣は11％、｢訪問診療も往診も⾏っていない｣は68％となっている。

調査票 診療所 2-1

【在宅医療の実施有無】

n=1279
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（3）二次医療圏別にみた在宅医療の実施有無
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別に在宅医療の実施有無をみると、圏域間で大きな差はなく、どの圏域も｢訪問診療も往診
も⾏っていない｣が6割を超えている。

調査票 診療所 2-1

【⼆次医療圏別にみた在宅医療の実施有無】

訪問診療も往診も
⾏っている

訪問診療のみ
⾏っている 往診のみ⾏っている 訪問診療も往診も

⾏っていない
南部 13.6% 2.9% 11.4% 72.1%

南⻄部 19.1% 2.2% 6.7% 71.9%

東部 18.5% 3.3% 8.7% 69.6%

さいたま 18.5% 4.0% 9.4% 68.1%

県央 20.4% 5.6% 5.6% 68.5%

川越比企 24.7% 1.3% 11.7% 62.3%

⻄部 21.9% 3.1% 14.1% 60.9%

利根 23.7% 1.0% 11.3% 63.9%

北部 18.3% 6.7% 15.0% 60.0%

秩⽗ 27.3% 0.0% 9.1% 63.6%

n=448

n=89

n=92

n=276

n=54

n=77

n=64

n=97

n=60

n=22
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の今後（5年後）の対応予定をみると、｢⾏っていると思う｣が23％、｢⾏いたいとは思うが、⾏っ
ていないと思う｣が11％、｢⾏っていないと思う｣が66％となっている。

� ⾏っていると思う理由をみると、｢外来通院患者からの希望がある｣が最も多い。
� ⾏っていないと思う理由をみると、｢在宅医療を⾏う医師等がいない｣が最も多い。

調査票 診療所 2-2

（4）在宅医療の今後の対応予定

【⾏っていないと思う理由】

【今後（5年後）の対応予定】

n=294n=925

n=1266

外来通院患者からの希望が
ある

地域や社会から在宅医療が
求められている

対象となる患者が今後増加
すると思われる

他の医療機関から訪問診療
等の依頼（紹介）がある

多職種と連携をうまくとれば、
少ない負荷でできそう

国が地域包括ケアシステムの
構築を推進している

その他

経営状態が良くなりそう

【⾏っていると思う理由】
在宅医療を⾏う医師等

がいない
体⼒・気⼒に不安がある

年齢的に自信がない

患者のニーズがない
訪問⽤の医療機器が確

保できない

得られる診療報酬に比べ
負担が大きい

その他

後方⽀援医療機関と連
携できていない

多職種との連携が不⾜し
ている

知識・技術に不安がある

後継者がいない
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の実施有無別に今後（5年後）の対応予定をみると、｢訪問診療も往診も⾏っている｣｢訪問
診療のみ⾏っている｣診療所の過半数が｢⾏っていると思う｣と回答している。

� ｢訪問診療も往診も⾏っていない｣診療所は、｢⾏いたいとは思うが、⾏っていないと思う｣｢⾏っていないと
思う｣で9割以上となっている。

調査票 診療所 2-1, 2-2

（5）在宅医療の実施有無別にみた今後の対応予定

【在宅医療の実施有無別にみた今後（5年後）の対応予定】

n=230

n=40

n=134

n=862

51



2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別に在宅医療の今後（5年後）の対応予定をみると、どの医療圏も｢⾏っていないと思う｣診
療所が過半数となっている。

� 県央・⻄部・北部は、｢⾏っていると思う｣診療所が3割以上となっている。

調査票 診療所 2-2

（6）二次医療圏別にみた在宅医療の今後の対応予定

【⼆次医療圏別にみた今後（5年後）の対応予定】

⾏っていると思う ⾏いたいとは思うが、
⾏っていないと思う ⾏っていないと思う

南部 18.4% 13.3% 68.3%
南⻄部 23.9% 12.5% 63.6%
東部 23.9% 14.1% 62.0%

さいたま 21.9% 10.0% 68.1%
県央 33.3% 5.6% 61.1%

川越比企 26.0% 7.8% 66.2%
⻄部 34.9% 6.3% 58.7%
利根 28.1% 10.4% 61.5%
北部 32.2% 6.8% 61.0%
秩⽗ 22.7% 13.6% 63.6%

n=445

n=88

n=92

n=270

n=54

n=77

n=63

n=96

n=59

n=22
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、｢現状との比較で、患者数を増やせる｣が65％、｢現状
との比較で、患者数を増やせない｣が35％となっている。

� 1診療所あたりの受け⼊れ⾒込み（5年後）人数をみると、1か月あたり増やせる患者数の平均は12人
となっている。

調査票 診療所 2-3

（7）在宅医療の受け入れ見込み

【受け⼊れ⾒込み（5年後）人数】
（1診療所あたりの平均）

【受け⼊れ⾒込み（5年後） 】

n=190

n=297

平均
（人）

最小値
（人）

最大値
（人）

1か月あたり増やせ
る患者数 12 1 200
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の実施有無別に受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、｢訪問診療も往診も⾏っている｣｢往診
のみ⾏っている｣｢訪問診療も往診も⾏っていない｣診療所の過半数が｢現状との比較で、患者数を増やせ
る｣と回答している。

調査票 診療所 2-1, 2-3

（8）在宅医療の実施有無別にみた受け入れ見込み

【在宅医療の実施有無別にみた受け⼊れ⾒込み（5年後）】

n=194

n=26

n=43

n=34
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別に在宅医療の受け⼊れ⾒込み（5年後）をみると、北部圏域の過半数は｢現状との比較
で、患者数を増やせない｣と回答している。一方、秩⽗圏域では約8割が｢現状との比較で、患者数を増
やせる｣と回答している。

調査票 診療所 2-3

（9）二次医療圏別にみた在宅医療の受け入れ見込み

【⼆次医療圏別にみた在宅医療の受け⼊れ⾒込み（5年後）】

現状との比較で、患者数を増やせる 現状との比較で、患者数を増やせない

南部 65.9% 34.1%
南⻄部 60.9% 39.1%
東部 56.5% 43.5%

さいたま 74.1% 25.9%
県央 68.4% 31.6%

川越比企 70.0% 30.0%
⻄部 54.5% 45.5%
利根 66.7% 33.3%
北部 47.1% 52.9%
秩⽗ 83.3% 16.7%

n=82

n=23

n=23

n=58

n=19

n=20

n=22

n=27

n=17

n=6
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の提供件数を増やすために必要なことをみると、｢自院の在宅医療に関わる医師の増員｣が最も
多く、次いで｢自院の在宅医療に関わる医師以外のスタッフの増員｣となっている。

調査票 診療所 2-4

（10）在宅医療の提供件数を増やすために必要なこと

【在宅医療の提供件数を増やすために必要なこと】

n=1106
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の実施有無別に提供件数を増やすために必要なことをみると、｢訪問診療のみ⾏っている｣｢訪
問診療も往診も⾏っていない｣の過半数が｢自院の在宅医療に関わる医師の増員｣と回答している。

調査票 診療所 2-1, 2-4

（11）在宅医療の実施有無別にみた提供件数を増やすために必要なこと

【在宅医療の実施有無別にみた提供件数を増やすために必要なこと】

自院の在
宅医療に
関わる医
師の増員

自院の在
宅医療に
関わる医
師以外の
スタッフの

増員

在宅医療
を⾏う診
療所との

連携

訪問看護
ステーショ
ンとの連

携（提携
先事業所
を増やす
など）

病院との
連携

在宅療養
⽀援診療
所の届出
を⾏う等
による診
療報酬の
増収確保

退院後の
スムーズな
在宅移⾏
の実現

（提供側
の体制は
あるの
で）患

者・家族
への周知
と需要・
ニーズの
発掘

訪問診療
に係る現
⾏の診療
報酬の引
き上げ

訪問診療
に係る現
⾏の診療
報酬の引
き下げ

（患者の
負担を軽
減するた
めなど）

その他

訪問診療も往診
も⾏っている 48.9% 40.9% 21.3% 42.2% 40.9% 11.1% 10.7% 16.0% 22.7% 2.2% 4.9%

訪問診療
のみ⾏っている 59.5% 29.7% 21.6% 21.6% 40.5% 5.4% 13.5% 5.4% 29.7% 0.0% 5.4%

往診のみ
⾏っている 47.0% 38.3% 23.5% 34.8% 46.1% 10.4% 10.4% 8.7% 13.9% 0.9% 6.1%

訪問診療も往診
も⾏っていない 58.8% 54.5% 23.2% 23.9% 29.4% 7.7% 3.8% 4.1% 21.5% 0.4% 6.7%

n=225

n=37

n=115

n=729
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ACPの実施状況をみると、｢実施している｣が16％、｢実施していない｣が33％、｢ACPを知らない｣が51％
となっている。

� ACPを実施していない理由をみると、需要や興味がなかったり、診療科の特性から必要性を感じていなかっ
たりという意⾒があった。また、（認知症の症状等により）意思決定能⼒が低い患者がほとんどで本人の
意思確認が困難といった意⾒もあった。

調査票 診療所 3-1, 3-2

（12）ACPの実施状況

【ACPの実施状況】

n=1240

� 需要がない
� 時間的、人員的余裕がない
� 在宅医療を実施していない
� 興味がない
� 必要性を感じていない
� 患者、家族がなかなか理解してくれない
� 意志決定能⼒が低い患者がほとんどで本人の意志

確認が困難
� 届出書類や診療報酬の請求点数が煩雑で良くわか

らないので、現状では⽼人ホーム、訪問看護ステー
ションからの往診の依頼を全部お断りしている状態の
ため、当然ACPなど未実施である

� 効果が認識できない
� 家族が一緒にこない

【ACPを実施していない理由】
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の実施有無別にACPの実施状況をみると、｢訪問診療も往診も⾏っている｣診療所の約5割が
｢実施している｣と回答している。

� ｢訪問診療も往診も⾏っていない｣診療所の約6割は｢ACPを知らない｣と回答している。

調査票 診療所 2-1, 3-1

（13）在宅医療の実施有無別にみたACPの実施状況

【在宅医療の実施有無別にみたACPの実施状況】

n=228

n=40

n=134

n=836
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2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別にACPの実施状況をみると、どの医療圏も「ACPを知らない」と回答した割合が最も多く
なっている。

� 南部・東部・さいたま・北部・秩⽗の過半数が「ACPを知らない」と回答している。

調査票 診療所 3-1

（14）二次医療圏別にみたACPの実施状況

【⼆次医療圏別にみたACPの実施状況】

n=436

n=86

n=90

n=268

n=49

n=75

n=62

n=95

n=57

n=22

実施している 実施していない ACPを知らない

南部 15.4% 32.8% 51.8%

南⻄部 19.8% 30.2% 50.0%

東部 15.6% 25.6% 58.9%

さいたま 17.5% 31.0% 51.5%

県央 10.2% 40.8% 49.0%

川越比企 18.7% 36.0% 45.3%

⻄部 17.7% 40.3% 41.9%

利根 21.1% 32.6% 46.3%

北部 8.8% 38.6% 52.6%

秩⽗ 9.1% 22.7% 68.2%
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（15）在宅医療に対応している職員
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療のために患者宅に訪問する職員数は、1診療所あたりの平均で医師が1.3人、薬剤師が0.1人、
看護師が1.3人となっている。

� 在宅医療を⾏う医師の年齢別人数をみると、｢40歳代｣が最も多く、次いで｢50歳代｣｢39歳以下｣｢60
歳代｣となっている。

調査票 診療所 5-1

【在宅医療のために患者宅に訪問する職員数（常勤換算）】
（1診療所あたりの平均）

【在宅医療を⾏う医師の年齢別人数】
（1診療所あたりの平均）

n=182

n=363

n=250

n=308

n=264

n=160

n=218

n=222

n=186

n=150
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（16）在宅医療の実施状況
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の対象患者数をみると、2019年9月の1か月間で1診療所あたり平均47.7人、うち自宅で療
養されている方は平均24.1人となっている。

� 在宅医療の対象患者のうち亡くなられた方をみると、1年間で1診療所あたり平均11.7人となっている。

調査票 診療所 5-2

【2019年9月の1か月間の実績】
（1診療所あたりの平均）

【1年間（2018年10月〜2019年9月）の実績】
（1診療所あたりの平均）

在宅医療の対象患者数（実人数） 47.7 人

うち、自宅で療養されている方 24.1 人

総訪問回数
訪問診療 138.7 回

往診 14.2 回

訪問診療や往診に対応している日数
（1週間あたり）

2.6 日

最も距離が遠い患者宅までの
自動⾞での移動時間（⽚道）

19.8 分

在宅医療の対象患者のうち、亡くなら
れた方（場所問わず）

11.7 人

うち、在宅（病院、有床診療所
以外）で亡くなられた方

9.0 人

うち、自宅で亡くなられた方 6.1 人

n=345

n=316

n=271

n=289

n=320

n=312

n=325

n=284

n=285

※｢自宅｣とは、自宅及びサービス付き高齢者向け住宅

※｢自宅｣とは、自宅及びサービス付き高齢者向け住宅
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（17）対応している在宅医療の処置
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 対応している在宅医療の処置をみると、｢在宅酸素療法｣が最も多く、次いで｢褥瘡処置｣｢胃ろう・腸ろう
管理｣となっている。

調査票 診療所 5-3

【対応している在宅医療の処置】

n=328
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（18）在宅医療の対応可能な疾患
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅医療の対応可能な疾患をみると、｢糖尿病｣が最も多く、次いで｢脳血管疾患｣｢循環器・呼吸器疾
患｣ ｢認知症｣となっている。

調査票 診療所 5-4

【在宅医療の対応可能な疾患】

n=348
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（19）在宅での看取りにおいて問題・課題になっていること
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅での看取りにおいて、医療・介護提供側で問題・課題になっていることをみると、｢自院の医師や看護
師等、医療従事者の人⼿が不⾜している｣が最も多く、次いで｢ACPや在宅看取りなどについて、患者や
家族に理解を深めてもらうことが難しい（時間が確保できない等）｣となっている。

調査票 診療所 5-5

【在宅での看取りにおいて、医療・介護提供側で問題・課題になっていること】

n=319
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（20）在宅での看取りにおいて実際に起こったこと
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅での看取りにおいて、患者・家族等側の問題・課題として実際に起こったこと（経験したこと）をみると、
｢独居で親族の⽀援等がなく、在宅での⽣活の継続そのものが困難だった｣が最も多く、次いで｢在宅での
看取りに関する知識・理解が、同居家族になかった（反対された）｣となっている。

調査票 診療所 5-6

【在宅での看取りにおいて、患者・家族等側の問題・課題として実際に起こったこと（経験したこと）】

n=284
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（21）退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 退院時カンファレンスへの医療従事者の参加状況をみると、｢毎回参加する｣は10％、｢日時が合う時のみ
参加する｣は25％、｢参加したことはない｣は65％となっている。

� 参加しない理由をみると、外来診療時間中のため難しかったり、カンファレンスに誘われたことがなかったりと
なっている。

調査票 診療所 5-7

n=341

【退院時カンファレンスへの参加状況】
【日時が合う時のみ参加する理由】

【参加したことがない理由】

� 外来診療時間中はこちらが無理、外来診療後では病院
側が無理

� 医師1名なので物理的に出席困難なことがある
� 既存患者様の往診・定期訪問を優先にて診療している

ため
� 多忙のため
� 声がかかれば参加している

� 誘われたことがない
� 連携していない
� 対象がいない（⼊院がいない）
� 診療時間に重なるため
� 電話での連絡で⼗分
� 紹介状がくるのでそれで⼗分と思う
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（22）望ましい退院時カンファレンスの開始時期
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 望ましい退院時カンファレンスの開始時期をみると、｢退院の1週間前｣が最も多く、次いで｢わからない｣｢退
院の数日前｣となっている。

調査票 診療所 5-8

n=337

【望ましい退院時カンファレンスの開始時期】
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（23）二次医療圏別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別に望ましい退院時カンファレンスの開始時期をみると、南⻄部・東部・県央・⻄部の過半数
が｢退院の1週間前｣と回答している。

調査票 診療所 5-8

【⼆次医療圏別にみた望ましい退院時カンファレンスの開始時期】

⼊院前 ⼊院後
1週間以内

⼊院後
2週間以内

⼊院後
1か月以内

退院の
1週間前

退院の
数日前 退院直前 わからない

南部 0.0% 4.0% 3.0% 2.0% 45.5% 17.2% 4.0% 24.2%
南⻄部 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 63.2% 21.1% 0.0% 10.5%
東部 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 56.5% 21.7% 0.0% 21.7%

さいたま 0.0% 2.6% 2.6% 1.3% 39.7% 23.1% 3.8% 26.9%
県央 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.3% 20.0% 0.0% 26.7%

川越比企 0.0% 0.0% 8.7% 4.3% 30.4% 34.8% 13.0% 8.7%
⻄部 0.0% 0.0% 9.5% 4.8% 52.4% 9.5% 0.0% 23.8%
利根 3.1% 3.1% 0.0% 0.0% 46.9% 9.4% 6.3% 31.3%
北部 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.8% 27.3% 4.5% 36.4%
秩⽗ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 40.0%

n=99

n=19

n=23

n=78

n=15

n=23

n=21

n=32

n=22

n=5
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（24）退院患者を在宅医療に円滑に受け入れられたか
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 退院患者を在宅医療に円滑に受け⼊れられたかをみると、｢大半のケースにおいて円滑に受け⼊れられた｣
が61％、｢半数のケースにおいて円滑に受け⼊れられた｣が20％、｢あまり円滑に受け⼊れられなかった｣が
11％、｢全く円滑に受け⼊れられなかった｣が8％となっている。

調査票 診療所 5-9

【退院患者の円滑な在宅移⾏】

n=306
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（25）退院患者の在宅医療への円滑な移行を阻む理由
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 退院患者の在宅医療への円滑な移⾏を阻む理由をみると、｢在宅で介護できる家族・親戚がいない｣が
最も多く、次いで｢患者本人には在宅療養の希望があるが、家族への気兼ね（迷惑をかけたくない等）が
ある｣ ｢患者の急変時の対応が難しい｣となっている。

調査票 診療所 5-10

【退院患者の在宅医療への円滑な移⾏を阻む理由】

n=317
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（26）在宅緩和ケアの実施状況
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアの実施状況をみると｢緩和ケアに対応している｣は41％、｢緩和ケアに対応していない｣は
59％となっている。

� 在宅緩和ケアに対応している診療所のケア内容をみると｢非オピオイド鎮痛薬（アスピリンやアセトアミノフェ
ン等）による疼痛緩和｣が最も多くなっている。

調査票 診療所 6-1, 6-2

【在宅緩和ケアの実施状況】 【在宅緩和ケアの内容】

n=143

n=355
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（27）二次医療圏別にみた在宅緩和ケアの実施状況
2-2. 調査結果 2-2-2. 診療所

� ⼆次医療圏別に在宅緩和ケアの実施状況をみると、南⻄部は｢緩和ケアに対応している｣割合が過半数、
県央・利根は半数となっている。

� それ以外の圏域は｢緩和ケアに対応していない｣割合が過半数となっており、特に北部は｢緩和ケアに対応
していない｣割合が7割を超えている。

調査票 診療所 6-1, 6-2

【⼆次医療圏別にみた在宅緩和ケアの実施状況】

緩和ケアに対応している 緩和ケアに対応していない

南部 36.1% 63.9%
南⻄部 61.9% 38.1%
東部 42.3% 57.7%

さいたま 37.2% 62.8%
県央 50.0% 50.0%

川越比企 46.2% 53.8%
⻄部 40.0% 60.0%
利根 50.0% 50.0%
北部 23.8% 76.2%
秩⽗ 42.9% 57.1%

n=106

n=18

n=22

n=73

n=15

n=21

n=19

n=28

n=17

n=7
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（28）在宅緩和ケアを実施している患者の状況
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアを実施している患者数は、1診療所あたりの平均でがん疾患の外来が3.4人、在宅が5.4
人、がん疾患以外の外来が147.3人、在宅が39.6人となっている。

� 在宅緩和ケア患者の主な状況をみると｢診断初期｣が7%、｢治癒を目指した治療期｣が6%、｢延命や症
状緩和のみを目指した時期｣が27％、｢看取りを含めた、いわゆる終末期｣が60％となっている。

調査票 診療所 6-3, 6-4

【在宅緩和ケアを実施している患者数】
（1診療所あたりの平均）

【在宅緩和ケア患者の主な状況】

がん疾患の患者数
（実人数）

がん疾患以外の患者数
（実人数）

n=127

n=138

n=124

n=131

n=119
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（29）がんの具体的な疼痛緩和方法
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� がんの具体的な疼痛緩和方法についてみると、WHO方式がん疼痛治療法を｢実施している｣が75％、
｢実施していない｣が11％、｢知らない｣が14%となっている。

� WHO方式がん疼痛治療法を実施していない診療所の83%は｢自院の方式なし｣となっている。

調査票 診療所 6-5

【WHO方式がん疼痛治療法について】 【自院方式の有無】

n=134 n=18
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（30）麻薬施用者免許保有の有無
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 麻薬施⽤者免許保有の有無をみると｢保有している｣が96％となっている。
� 1診療所あたりの平均麻薬施⽤者免許保有者数は、1.9人となっている。

調査票 診療所 6-6

【麻薬施⽤者免許保有の有無】

【麻薬施⽤者免許保有者数】
（1診療所あたりの平均）

平均免許保有者数 1.9 人

最小値 1 人

最大値 10 人

n=142

n=137
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（31）在宅緩和ケアを提供するうえで難しさを感じること
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアを提供するうえで難しさを感じることの有無をみると、｢大半の患者について難しさを感じる｣は
26％、｢半数の患者について難しさを感じる｣は31％、｢あまり難しさを感じない｣は39％、｢全く難しさを感
じない｣は4％となっている。

� 難しさの内容をみると｢患者及び家族の現在の状態・病状に対する理解が不⼗分｣が最も多い。

調査票 診療所 6-7

【難しさを感じることの有無】 【難しさの内容】

n=79

n=140
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（32）在宅緩和ケアに関する知識の充足状況
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアに関する知識の充⾜状況をみると、｢充⾜している｣は8％、｢やや充⾜している｣は22％、
｢やや不⾜している｣は37％、｢不⾜している｣は33％となっている。

調査票 診療所 6-8

【在宅緩和ケアに関する知識の充⾜状況】

n=347
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n=356

（33）在宅緩和ケアの今後の対応予定
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアの今後（5年後）の対応予定をみると｢⾏っていると思う｣は38％、｢⾏いたいとは思うが、
⾏っていないと思う｣は20％、｢⾏っていないと思う｣は42％となっている。

� ⾏っていると思う理由をみると、｢地域や社会から在宅緩和ケアが求められている｣が最も多い。
� ⾏っていないと思う理由をみると、｢在宅緩和ケアを⾏う医師等がいない｣が最も多い。

調査票 診療所 6-9

【⾏っていないと思う理由】 【⾏っていると思う理由】

【今後（5年後）の対応予定】

在宅緩和ケアを⾏う医師等
がいない

体⼒・気⼒に不安がある

年齢的に自信がない

知識・技術に不安がある

麻薬を取り扱っていない、麻
薬処方箋を発⾏していない

患者のニーズがない

後方⽀援医療機関と連携で
きていない

得られる診療報酬に比べ負
担が大きい

多職種との連携が不⾜して
いる

その他

地域や社会から在宅緩和ケ
アが求められている

対象となる患者が今後増加
すると思われる

他の医療機関から訪問診療
等の依頼（紹介）がある

外来通院患者からの希望が
ある

多職種と連携をうまくとれば、
少ない負荷でできそう

経営状態が良くなりそう

その他

n=135n=209
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（34）二次医療圏別にみた在宅緩和ケアの今後の対応予定
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� ⼆次医療圏別に在宅緩和ケアの今後（5年後）の対応予定をみると、南⻄部・県央・秩⽗の過半数、
川越比企の半数が｢⾏っていると思う｣と回答している。

� 東部・北部の過半数が「⾏っていないと思う」と回答している。

調査票 診療所 6-9

⾏っていると思う ⾏いたいとは思うが、
⾏っていないと思う ⾏っていないと思う

南部 32.1% 24.8% 43.1%

南⻄部 52.4% 19.0% 28.6%

東部 41.7% 0.0% 58.3%

さいたま 31.6% 21.5% 46.8%

県央 68.8% 0.0% 31.3%

川越比企 50.0% 19.2% 30.8%

⻄部 33.3% 38.1% 28.6%

利根 45.2% 22.6% 32.3%

北部 27.3% 13.6% 59.1%

秩⽗ 57.1% 0.0% 42.9%

n=109

n=21

n=24

n=79

n=16

n=26

n=21

n=31

n=22

n=7

【⼆次医療圏別にみた在宅緩和ケアの今後の対応予定】
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（35）在宅緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うこと
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

� 在宅緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うことをみると、｢患者・家族に対する情報提供や意識啓
発｣が最も多く、次いで｢緩和ケアに関する患者・家族向けの相談窓口設置｣｢グループ診療体制等、他の
医療機関等との体制⾯の連携｣となっている。

調査票 診療所 6-10

【在宅緩和ケアを推進していくうえで必要だと思うこと】

n=342
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（36）自由記述（在宅医療・緩和ケアに関する課題等）
2-2. 調査結果 2-2-3. 診療所

調査票 診療所 6-11, 7-1

在宅医療
＜連携＞

� 在宅医療の必要性が声高に叫ばれている割には、一般の開業医がこれを⾏わず、専門の医療機関が⾏っていることが多い。急性期病院
も安易に往診クリニックへ情報を提供して、はじめから市中の医療機関と相談しない傾向にある。

� 訪問看護のスキルもあがり、在宅の⽣活を⽀えていることは間違いないが、もっと訪問看護の早期導⼊をすすめて、重症化を防ぐ⼿⽴ても
必要と考える。

� 病院によって在宅復帰に対する意識や理念の違いが大きく、患者を地域に戻すことに積極的でない場合がある。
� 医療従事者（特に病院）の在宅医療への理解が⼗分でなく、患者が希望しても在宅に戻れず⼊院が継続してしまう事が多数みられる。
� 病院か在宅かの⼆者択一ではなく、在宅で療養しながら、病状が落ちつかないとか、不安が大きい時などは数日⼊院して経過を⾒たり、

内服薬の調整をしたりと、病院と在宅の切れ目のないスムーズな連携ができれば、患者さんは⻑く在宅⽣活が続けられると思います。
� 病院スタッフにおける、どこまで在宅で対応が可能なのかという知識の向上

＜患者・家族＞
� 在⽀診だけでなく一般開業医の在宅医療についても一般の方たちに知っていただく必要があると思います。
� 近隣に協⼒病院や診療所のない地域で、農家の方が多く介護⼒がないため在宅医療のニーズは少ない。

緩和ケア
＜人材・体制＞

� 緩和ケア講習などは受けたが、日常の診療以外に在宅緩和ケアをするだけの余⼒がない。現状を変えてまで在宅緩和ケアをするよりは、
医師が充⾜している病院などへの紹介の方が、患者さんにとっては、ケアの時間も説明もしっかりと聞けて良いと考える。

＜連携＞
� ⼊院中、がんと診断されたと同時に緩和を考える必要がある。そのためにも医療は緩和とケアについて積極的になって欲しい。介護、福祉

事業所も医療等知識のレベルUPも必要だが。化学療法継続中の併診で、先方の医師との連絡調整に難あり。在宅訪問診療医への情
報伝達とチームとしての一体感を持って当たりたい。

� 病院では、まだまだ、医師を含めたスタッフの在宅医療への理解・関⼼が少ない。 がんセンターや大学病院からは、がん末期の患者は、
BSCということで、半ば⾒放されるかたちで、訪問診療を紹介されるが、市中病院では、がん末期は、病院で過ごすという認識を脱しきれて
いない現状が⾒受けられる。 PCAポンプへの麻薬調剤をしてくれる薬局も少ない。

＜患者・家族＞
� 在宅緩和ケアを⾏うには、同じ方向性をもつ医師のチームが必要。 しかしながら患者及び患者家族にとっては一人の主治医で完結したい

思いを感ずる。多人数の医師が日替わりで訪問する在宅緩和ケアでは満⾜できないものと考える。
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（1）延べ患者数
2-2. 調査結果 2-2-4. 薬局

� 1薬局あたりの平均延べ患者数は2019年7月で1,186人、8月で1,080人、9月で1,091人となってい
る。

� 3か月の平均延べ患者数は1,119人となっている。

調査票 薬局 1-2

最小（人） 最大（人）

0 14,000

0 14,000

0 14,000

【平均延べ患者数】
（1薬局あたりの平均）

n=1620

n=1621

n=1620
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