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Ⅰ 研究の目的・方法 

 

１．研究の目的 

ホスピスケアは本来、施設ケアと在宅ケアとが連続かつ統合された形で提供されるべきであり、この点

については 1977 年、NHO(National Hospice Organization)が作成したホスピスケアの基準にも明確に示さ

れている。在宅ケアと施設ケアの充実と発展、有機的な連携があってはじめて理想のホスピスケアを提供

することが可能となる。 

在宅ホスピスケアの普及は世界の趨勢であり、施設に偏重してきたわが国のホスピスケアは、その意味

から現在、歴史的な過度期、見直しの時期に差しかかっている。歴史的転換期の鍵を握るのは在宅ホス

ピスケアの普及であるが、そのためには①在宅ホスピスケアの基準を明確にし、患者や家族にわかりやす

い形でホスピスケアを実施する医療機関のサービス内容を明示すること、②施設ホスピスと比較して遅れ

ている在宅ホスピスの普及のために各方面の力を結集すること、③在宅ホスピスケアを担う医療者を計画

的に育成すること、④施設（これは必ずしも施設ホスピスに限らない）と在宅とを一つにしたホスピスケアを

提供するシステムやプログラムを開発すること、などが重要である。 

 わが国における在宅ホスピスケアの現状と課題については、笹川医学医療研究財団の助成ですでに２

年間研究が行なわれてきた。平成 11 年度は主に訪問看護の立場から「在宅ホスピスケアに関する研究

（研究代表：季羽倭文子）」がなされており、平成 12 年度は加藤恒夫氏（かとう内科並木通り病院・院長）

による「プライマリケア医が在宅ホスピスケアに参加するための条件の研究(Ⅲ)」並びに酒井忠明氏（ライ

フケアシステム・メディカルディレクター）による「在宅ホスピス推進に関する調査･研究」がなされている。こ

れらの研究で明らかなように、在宅ホスピスケアの実践は様々な形で色々な場所で行なわれているが、が

ん患者の在宅死率でみる限り、その普及は未だ道遥かと言わざるを得ない。以上のような事情を踏まえ、

本研究事業では「在宅ホスピスケアの普及」という点に主眼を置き、過去 2 年間の研究を踏襲しつつ、一

般社会への在宅ホスピスケアの情報提供を目的として行なった。 

わが国において、「できるだけ自宅で過ごしたい」という希望を持つ末期がん患者の夢が実現し難い最

大の理由の一つは、そのような希望を支援する医療者を探し出すことが一般に極めて困難なことである。

このホームページにより末期がん患者の在宅ケアを支援する近隣の医療機関を簡単に探すことができる

ようになるので、「残された時をできるだけ家で過ごしたい」、「可能ならば家で死にたい」という患者や家

族の希望はより現実的なものとなると考えられる。また、在宅ケアを支援する医療機関探しは、患者や家

族だけの問題ではなく、それまで治療を担当してきた病院の医師やソーシャルワーカーなども頭を悩ます

問題でもある。 

情報技術化の大きな流れの中にあるわが国において、本研究事業の柱である末期がん患者の在宅ケ

ア実施利用機関データベースの作成及びホームページによる公開は、上述した問題解決に役立つと共

に、結果的にがん患者の在宅死率の向上に寄与することになるであろう。 

 

 以下、本研究事業の目的を示す。 

1） 在宅ホスピスケアの基準の見直し（あるいは新規作成）。 

2） その基準をベースに、在宅ホスピスケアを提供する医療機関のケアの質の向上を図り、その質
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の保証を行なう。 

3） 情報技術（IT）を利用して、既存のインターネット上のサービス網とリンクしつつ、末期がん患者

の在宅ケアの情報を全国規模で患者や家族へ提供する。 

 

２．研究の方法 

末期がん患者の在宅ケアを行なっている医療機関（診療所及び病院。今回の調査では訪問看護ス

テーションは含まれていない）の全国調査を行ない、各医療機関から得られた医療内容に関するアン

ケートの回答をデータベース化した。そのうち掲載の承諾を得ることのできた医療機関については、所

在地や往診対象地域などの項目で検索できるデータベースが閲覧可能なホームページを作成した。 

今回のデータ－ベースに登録された医療機関数は 404（無床診療所 241、有床診療所 59、200 床未

満の病院 57、200 床以上の病院 47、うち 376 機関ホームページ上での一般公開可、）であり、登録され

た医療機関で在宅死した末期癌患者数は概算値1614名であるので、これはわが国における癌患者の

年間在宅死数約 2 万人（＝がんによる死亡数年間 30 万人の 6.4%）のおよそ 8.4％をカバーするもので

ある。 

 

今回作成したホームページの掲載内容は、以下の通りである。医療内容に関する質問項目は、在宅ホ

スピスケアの基準（1997 年、在宅ホスピス協会作成）を参考にした。 

 

① 医療機関名、医師名、所在地、連絡先などの基本情報 

② 各医療機関で行なわれている医療内容や在宅ケアの体制 
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 Ⅱ 研究の内容・実施経過 

 

1. 研究班の構成 

氏名 所属・職名 担当 

川越 厚 

ホームケアクリニック 川越（東京都） 

院長 

研究代表者・診療所を背景とする在

宅ホスピスケアの調査研究 

蘆野 芳和 福島労災病院（福島県） 外科部長 

一般病棟を背景とする在宅ホスピスケ

アの調査研究 

井田 栄一 

イエズスの聖心病院 

みこころホスピス（熊本県）ホスピス担当医師 

PCU を背景とする在宅ホスピスケアの

調査研究 

伊藤 達朗 

岩手県立福岡病院（岩手県） 

外科長兼地域医療科長 

一般病棟を背景とする在宅ホスピスケ

アの調査研究 

角田 直枝 

筑波メディカルセンター 

訪問看護ステーションいしげ（茨城県）所長 

がん専門看護師 

訪問看護ステーションを背景とする在

宅ホスピスケアの調査研究 

加藤 恒夫 

かとう内科並木通り病院（岡山県） 

院長・ホスピス長 

PCU を背景とする在宅ホスピスケアの

調査研究 

斎藤 恵子 

西松園内科医院（岩手県） 

院長 

診療所を背景とする在宅ホスピスケア

の調査研究 

酒井 忠昭 

ライフケアシステム（東京都） 

メディカル・ディレクター 

在宅医療専門機関を背景とする在宅

ホスピスケアの調査研究 

末永 和之 

山口赤十字病院・緩和ケア科（山口県） 

緩和ケア長 

PCU を背景とする在宅ホスピスケアの

調査研究 

鈴木 信行 

医療法人社団 鈴木医院（福島県） 

院長 

診療所を背景とする在宅ホスピスケア

の調査研究 

野村 良彦 

野村内科クリニック（神奈川県） 

院長 

診療所を背景とする在宅ホスピスケア

の調査研究 

馬庭 恭子 

広島 YMCA 訪問看護ステーションピース 

（広島県） 所長 地域看護専門看護師 

訪問看護ステーションを背景とする在

宅ホスピスケアの調査研究 

松浦志のぶ 株式会社 パリアン（東京都） 

データベース作成・ホームページ作成

/管理・事務局 
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2. 班会議議事録 

第 1 回 平成 13 年 6 月 26 日～7 月 29 日（電子会議） 

末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート質問項目の検討 

決定事項を以下に示す｡ 

 

(1) アンケート項目作成にあたって参考とする在宅ホスピスケアの基準に関しては、今回は 1997

年に在宅ホスピス協会が作成した基準を採用する。 

(2) 医療機関へのアンケートの調査項目を検討・決定した（資料 1）。 

(3) 以下の資料を参考とし、上記アンケートの発送先を決定した｡ 

① 在宅ホスピス協会会員の在宅ケア実施医師名簿 

② 日本ホスピス・在宅ケア研究会（大阪）による在宅医リスト 

③ 地域の医師会からの紹介 

地域の医師会に郵送あるいは直接協力を依頼し、末期がん患者の在宅ケアを行なう

医療機関を紹介していただいた。 

④ 全国の地域ターミナル研究会などからの紹介 

⑤ 末期がん患者の在宅ケアを行なった実績がある全国各地の訪問看護ステーションから

の紹介 

⑥ 「在宅ケアをしてくれるお医者さんがわかる本」和田努編 同友館(2001) 

 

第 2 回 平成 13 年 8 月 7 日～8 月 7 日（電子会議） 

   研究班班員連絡用メーリングリストの開設の検討 

今後の班員間の連絡方法を検討し、e グループ(http://www.egroups.co.jp)にて、本研究事業班

員間の連絡を行うメーリングリストを開設した。 

 

第 3 回 平成 13 年 12 月 13 日～12 月 21 日（電子会議） 

   データベース ホームページのドメイン名の件 

ホームページを開設するにあたり、ドメイン名を検討し、その結果、homehospice.jphomehospice.jphomehospice.jphomehospice.jp に決定した。従

って、ホームページの URL は http://www.homehospice.jp/http://www.homehospice.jp/http://www.homehospice.jp/http://www.homehospice.jp/ となった。 

 

第 4 回 平成 14 年 2 月 11 日 （墨田区 KFC ホールにおいて 出席者 9 名） 

アンケート集計結果の報告（資料 3・4）・ホームページのプロトタイプの閲覧（資料 5） 

本データベースの今後のあり方の検討 

以下、討議事項を示す。 

(1) アンケート集計結果に関して 

・ 登録医療機関の地域分布に偏りがある。地域でネットワークを組んで在宅医療に取り組ん

でいるところに積極的に呼びかける必要がある。 

→今後取り組んでいく予定。 
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・ 欠損値（各医療機関の回答内容中、はい/いいえの回答が得られていない項目）に関して

は、各医療機関へホームページ表示内容の確認時に、再度回答を依頼する。 

・ 今後、各項目間の回答内容の相関等、統計処理的に解析することが有効である。 

→今後取り組んでいく予定。 

(2) ホームページに関して 

・ 都道府県別のページに移ってから検索画面が表示されるが、患者本人や家族は自身が

住む市町村名で直接探すことが多いと見込まれるため、都道府県名を選択するページで

も検索画面を表示した方がよい。 

・ 各地方で末期がん患者の在宅ケアの拠点となる医療機関を決め、往診対象地域での検

索時に表示できるようにする。 

・ 「担当医師名」「電話番号」に加えて「担当窓口」も基本情報の項目に加えた方がよい。 

・ ホームページを実際に見て登録を希望する各医療機関のために、ホームページ内に登録

申請画面を作り、申請内容を事務局で確認後、データベースに登録してホームページに

て公開する、というシステムを作れば、各医療機関は登録しやすく、登録数も伸びると考え

られる。 

→ホームページ作成業者と相談の上、実現可能なものは今後改善していく。 

 

(3) 本データベースの今後に関して 

・ データベース並びにホームページの所属はグループ・パリアン（代表者：川越厚）とし、運

営管理の責任を負う。 

・ 行政や医師会に働きかけて協力を依頼し、データベースを充実させていく必要がある。 

 

3. 調査用紙の発送と回収 

調査対象は研究班第 1 回会議にて決定した医療機関とした。 

平成 13 年 10 月 17 日より「末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート（以下、アンケート）」（資

料 1）並びにデータベース作成への協力依頼の発送を開始した。 

アンケート回答の依頼に加えて、末期がん患者の在宅ケアを実施している近隣の医療機関の紹介を

依頼した（資料 2）。アンケートの返送と共に送られてきた紹介先の医療機関にも同様にアンケートを発送

し、データベース作成の協力を依頼した。 

 

(1) アンケート返信状況 

アンケートの発送総数と返信状況を資料 3 に示す。 

アンケート発送総数は 1328、回収率は 35.9％、そのうち在宅ケアを実施している医療機関は 436 機

関（34.9％）、データベースへの登録は 404 機関（30.4％）、ホームページへの掲載許可は 377 機関

（28.4％）である。 

都道府県別の返信状況を資料 3 の「末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート返信状況

（都道府県別）」に示す。発送総数並びに登録数には都道府県によって偏りがあるが、これは末期がん
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患者の在宅ケア実施状況に地域差があることに加えて、今回の研究事業における各方面から得られた

情報量が地域によって差があったためと考えられる。すなわち、地域のターミナル研究会や訪問看護

ステーションなどからの医療機関の紹介では全国を網羅しているわけではなく、本研究事業での情報

の把握に地域による偏りがあることが主な原因の 1 つと考えられる。 
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Ⅲ 研究の成果 

 

 本研究事業は在宅ホスピスケア実施医療機関のネットワーク化とその情報提供を目的としたものである。

しかし、データベースの作成にあたって実施したアンケートの集計結果は、わが国における末期がん患者

の在宅ケアの実態を反映しているので、その内容を以下に報告する。 

 

１．アンケート集計結果 

資料４-①、②にアンケート集計結果を示す。これは、末期がん患者の在宅ケアを実施していると回答

した 428 の医療機関（200 床以上病院 51、200 床未満病院 60、有床診療所 59、無床診療所 258）を対象

にした集計である。 

 

資料４-①にアンケート集計によって得られた、回答医療機関の平成 12 年１月から 12 月の在宅末期が

ん患者数と在宅死がん患者数を医療機関の種類別に示した。表中、度数は対象医療機関の数を表す。 

在宅がん患者数と在宅死がん患者数との平均値を比較すると、病院では患者数と在宅死数の各平均

値の差が大きいことに対し、診療所ではその差が小さい。これは、病院の場合は在宅ケアを受けていても

死亡前には入院する患者が多いことを示していると考えられる。一方、診療所の場合は在宅ケアを受けて

いる患者は在宅死を迎える割合が比較的多いと言える。さらに、在宅がん患者数に対する在宅死がん患

者数の割合である「在宅死率」に着目すると、病院よりも診療所、有床診療所よりも無床診療所が高い値

を示し、在宅ケアを受けるがん患者は無床診療所の場合が最期まで家で過ごす比率が高いと言える。 

今回の調査により集計した在宅死がん患者数の総数は 1600 名である。これは平成 12 年のがんによる

死亡総数約 30 万人のうち約 6％の約 2 万人が在宅死したことを考えると、その 8％以上を今回の調査対

象となった医療機関で担っていることになる。 

 

資料４-②にアンケート中の医療内容や在宅ケアの体制に関する項目の回答の集計結果を示す。 

訪問看護に関しては、院内訪問看護部門や同一機関の訪問看護ステーションを有するのは病院で割

合が高く、逆に他機関の訪問看護ステーションとの連携は診療所で割合が高い。併設施設に関しては、

病院の場合がヘルパーステーションや介護支援センターなど介護保険制度の下の施設を併設している

場合が比較的多く、診療所では少ない。 

在宅ケアを始めるにあたっての条件としては、「家族が希望していなくても患者本人が希望していれば

在宅ケアを行なう」「患者本人が希望していなくても家族が希望していれば在宅ケアを行なう」割合が、診

療所で高かった。これは、患者が強く希望するとき家族に（またはその逆）、医療者が説明や説得を試み

るケースが診療所で多いことがアンケート回答の自由記載欄からも示唆される。一人暮らしの場合や告知

をしていない場合（家族が告知を望まない場合や患者の理解力が弱いときなど）の受入れ状況は病院と

診療所では大きな差はなく、それぞれの場合で約 74％、約 85％が受入れ可能としていた。ただし、「ケー

スバイケース」というコメントが多かった。 

在宅ケアの方針に関しては、病院で一定の基準やマニュアルに従ってケアを行っているという回答が

半数以上あったことに対し、診療所では特に基準はないという回答が半数以上あった。病院では複数の
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医師が個々に在宅ケアを行なったり、一人の患者に複数の医師が関わる場合もあることから、一定の基

準やマニュアルが定めてある機関が多いと考えられる。患者や家族への在宅ケアを始めるにあたっての

説明は口頭による場合が多く、文書による説明を行っている所は全体の約 24％であった。今後、患者や

家族が安心して在宅ケアに臨むことができるように、文書による説明もなされるようになることが望ましい。 

在宅ケアの体制に関しては、医師は定期的に往診（訪問診察）している医療機関が 4 分の３以上ある

が、病院の場合は「必要時のみ往診する」場合が比較的多い。医療機関によっては患者の容体に応じて

定期的に訪問している場合と必要時のみ訪問（往診）する場合があるという回答もあった。訪問看護に関

しては、「連携先の訪問看護ステーションによる」という回答も目立ったものの、医療機関の種類によらず、

定期的に訪問している割合が多い。24 時間体制の電話連絡は全体で約 93％が可能という回答であった

が、24 時間体制の緊急時の往診が可能な医療機関は全体では約 66％であり、特に 200 床以上の病院

では半数以下の約 47％であった。病院では当直などで対応できない場合もあるという回答も多いことに

対し、診療所では 4 分の 3 近くが 24 時間体制の往診が可能であった。この傾向は、早朝・夜間・休日の

緊急往診に関しても同様である。一方、訪問看護の場合は 24 時間体制である比率は診療所よりも病院

において高かった。これは診療所の場合は、緊急時にはまず医師が往診することが多いことに対し、病院

の場合は医師が対応できないことが多い分、訪問看護で補っていると考えられる。ここでも連携先の訪問

看護ステーションの体制による、という回答も目立つが、「24時間体制の訪問看護ステーションのみと連携

している」という医療機関もあった。 

在宅ケアに参加する他のメンバーに関しては、医療機関による差がほとんどなかったので回答全体の

比率のみグラフとして示した。薬剤師の訪問は約 60％の医療機関で在宅ケアの一環として行っている。

ホームヘルパーは約 80％と比率が高く、介護保険制度の充実に伴い、今後も在宅ケアへの参加する比

率は高いと予想される。ボランティアの参加は約 26％と他に比べて低めだが、在宅ホスピスケアの普及の

ためには地域の支えが重要であることから、4 分の 1 もの医療機関がボランティアを取り入れていることは、

注目に値する。 

痛みの緩和に関しては、全人的な痛み（トータルペイン）の緩和を実施している医療機関が約 72％で

あった。痛みの緩和はホスピスケアの質の高さを評価する医療内容の一つであることから、ケアの質の向

上のために全人的な痛みの緩和の促進は重要である。一定の方式（WHO 方式）などに従った痛みの緩

和に関しては約 60％が実施していた。無床診療所はやや低く、200 床以上の病院では 88％が一定の方

式で痛みの緩和を行っており、ケアの方針の実施状況と似ている。経口モルヒネやモルヒネ坐薬は使用

の比率が高く、在宅ケアにおける疼痛コントロールにも多く利用されていることが明らかとなった。 

在宅酸素療法に関しては、酸素濃縮器を利用する機関が約 95％と多かった。液化酸素は約 56％とや

や低めであった。 

栄養・補液に関しては、医療機関の種類による大きな差は見られず、経鼻栄養、胃瘻の管理、末梢血

管からの点滴、高カロリー輸液の実施状況は 8～9 割であった。 

在宅での検査に関しては、病院では「入院や通院で対応」、診療所では「ほとんど行わない」ところが多

く、全体としては 15～21％程度が実施という回答であった。胸腔穿刺や腹腔穿刺、腎瘻などの管理に関

しても同様の理由から在宅では行わない医療機関もあったが、これらの利用処置は半数程度の医療機

関で行っていた。 
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入院施設との連携に関しては、無床診療所のみの回答である。特定の病院へとの連携は 70％程度で

はあるが、非特定の病院への紹介や入院への対応は 9 割以上が実施しており、連携の強さが伺える。し

かし、施設ホスピスへの紹介は実施している機関が約 20％に留まっており、その理由としては「近隣に施

設ホスピスがない」ことが最も多かった。 

遺族への計画的なグリーフケアに関しては実施している医療機関は少なく、全体では約 23％が実施し

ていた。病院の方が比較的実施している比率が高く、ケアの方針や痛みの緩和など一定の方式に従う傾

向があることと関係していると考えられる。 

チームカンファレンスの実施に関しては、病院における実施の比率が比較的高い。診療所では他機関

の訪問看護ステーションと連携して在宅ケアを実施していることが多いことから、カンファレンスの場が持

たれにくいと考えられる。しかしながら、他職種間の情報交換は全体で 9 割が行っており、病院における

実施比率が高いものの、無床診療所でも約 88％が実施していた。その内容は電話による情報交換が最

も多く、加えて文書（Fax も含む）や対面による情報交換も半数以上の機関で行われていた。 

医療費に関しては、医療保険分と交通費のみで行っている機関が 9 割近くだが、交通費は請求しない

という回答も目立った。また、特定医療材料は実費で請求している医療機関も多かった。診療料としては、

診療所の方が在宅末期総合診療料として請求している比率が高かった。これは連携している訪問看護ス

テーションや医療機関の体制に関係しており、24 時間体制を組みやすい医療機関が積極的に利用して

いると考えられる。 

調査を実施して判明したことは、各医療機関で行なわれている末期がん患者の在宅医療が必ずしもホ

スピスケアの形を取っていなかったことで、ケアの質の保証という点からは今後その内容を検討する必要

があると考えられた。 

介護保険制度（介護用品の購入やレンタル、ホームヘルパーの導入など）は 8 割以上の医療機関で積

極的に利用しており、この制度の充実が末期がん患者の在宅ケアの充実にも大きな影響を与えているこ

とが示唆される。 
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２．ホームページ概要 

「末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート」に基づいて作成したデータベースを利用し、ホー

ムページを作成した。ページの構成や機能を決定し、実際の作成はホームページ作成業者と行なった。 

データベースに登録された医療機関全ては公開されず、情報公開の了承が得られた医療機関のみホ

ームページにて公開される。 

 

各医療機関の個別情報を閲覧する過程を以下に示す。 

 

１． まず、都道府県を選択して都道府県別の検索画面に移る（画面①）。 

 

２． 絞込検索画面にて以下の条件のいずれかまたは組み合わせで入力し、検索を行う（画面②）。  

(1) 医療機関名 

(2) 医療機関の種類 

(3) 郵便番号 

(4) 医療機関の住所 

(5) 往診対象地域 

(6) 独居患者の受入れが可能かどうか 

 

検索条件に合った医療機関のリストから詳細情報のページが表示される（画面③）。 

 

３．まとめ 

わが国において末期がん患者の在宅医療を主に担っているのは、地域の診療所（その多くは無床診

療所）である。しかしながら、今回の調査で明らかとなったように、そこで行なわれるケアが必ずしもホスピ

スケアの形をとっているわけではない。 

今回調査した項目、すなわち、本研究事業で作成したホームページで示されている各医療機関の医

療や在宅ケアの内容は、在宅ホスピスケアの基準に則って調査したものである。従って、患者や家族はそ

の内容を吟味して医療機関を選択することが可能である。同時に、治療の施しようがなくなった患者と向

き合った病院の医師やソーシャルワーカーが、末期がん患者の在宅ケアに関する情報を得る際の参考と

もなる。今回の研究事業は、わが国における末期がん患者の在宅ケアを普及する上で大きな寄与をなす

ものと考えられる。 
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Ⅳ 今後の課題 

 今後は、今回の調査内容を統計的に詳細に分析して質の高い在宅ホスピスケアに関して検討してい

くと共に、データベースへの登録医療機関を量、質共により一層充実させ、末期がん患者の在宅ケア

に関する全般的な情報を提供していくことを目指し、在宅ホスピスケアの推進の一端を担いたいと考え

ている。その意味から本研究事業は、今後も形を変えて継続することを希望する。 

 また、今回の研究事業で行なったアンケートの調査結果からも明らかとなったように、各医療機関によ

って末期がん患者の在宅ケアの内容やその質にばらつきがあることから、在宅ホスピスケアを担う医療

者の育成も在宅ホスピスケア普及にとって急務であることを強調し、今後の課題としたい。 
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＜資料１＞ 

末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート 
 

医療機関名： 

病院(200 床以上 200 床以下) 診療所(有床 無床) 緩和ケア病棟 老人保健施設 その他(    ) 

担当医師名： 

住所：〒 

TEL： FAX： 

e-mail： URL： 

最寄の交通機関： 

2000 年 1 月～12 月の在宅末期がん患者数：   名   在宅死患者数：   名 
併設施設：訪問看護ステーション ヘルパーステーション 居宅介護支援事業所 

居宅介護支援センター その他（           ） 
 

貴医療機関貴医療機関貴医療機関貴医療機関でででで受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる末期末期末期末期がんがんがんがん患者患者患者患者についてについてについてについて はい いいえ 自由記載欄 

 1. 本人が在宅ケアを希望しない場合でも受け入れる    

 2. 家族が在宅ケアを希望しない場合でも受け入れる    

 3. 独居の患者の場合でも受け入れる    

 4. 患者が病名や病状を正しく理解していない場合でも受け入れる    

 5. 医療機関から遠距離の患者の場合でも受け入れる    

 6. 年齢制限しないで受け入れる    

 
7. その他受け入れる患者さんの条件に関して特記事項がありまし

たらお書きください 
 

 

在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアのののの方針方針方針方針についてについてについてについて はい いいえ その他 

 
1. 一定の方針(基準・マニュアル等)に従った医療・ケアを行って

いる 
   

 2. 実施する医療・ケアの方針を患者・家族に文書で説明している    

 3. 実施する医療・ケアの方針を患者・家族に口頭で説明している    

 

提供提供提供提供するするするする在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアについてについてについてについて はい いいえ その他 

a) 緊急時対応緊急時対応緊急時対応緊急時対応 

 1. 24 時間、電話連絡を受ける体制にある    

 2. 24 時間、訪問看護ができる体制にある    

 3. 24 時間、往診できる体制にある    

 
4. (早朝・夜間・休日)でも往診できる体制にある 

(○で選んでお答えください) 
   

b) 医師医師医師医師のののの往診往診往診往診 

 1. 定期的な往診（訪問診療）を行っている    

 2. 時間は限定せず必要時のみ往診を行っている    



 3. 時間を限定して必要時の往診を行っている    

c））））看護婦看護婦看護婦看護婦のののの訪問訪問訪問訪問 

 1. 定期的な訪問看護を行っている    

 2. 時間は限定せず必要時のみ訪問看護を行っている    

 3. 時間を限定して必要時の訪問看護を行っている    

d））））医療内容医療内容医療内容医療内容 

 1. 疼痛の緩和    

 ①トータルペインを考慮した疼痛緩和を行っている    

 ②一定の方式(WHO 方式など)に従った疼痛緩和を行っている    

 ③経口モルヒネを用いた疼痛緩和が可能である    

 ③モルヒネ座薬を用いた疼痛緩和が可能である    

 ④モルヒネ持続皮下注射を用いた疼痛緩和が可能である    

 ⑤モルヒネ硬膜外持続注入を用いた疼痛緩和が可能である    

 2. 在宅酸素療法    

 ①酸素濃縮器を用いることがある    

 ②液化酸素を用いることがある    

 3. 栄養・補液    

 ①経鼻栄養が可能である    

 ②胃瘻管理が可能である    

 ③末梢血管を用いた点滴が可能である    

 ④中心静脈カテーテルを用いた高カロリー輸液が可能である    

 4. 検査    

 ①超音波検査を在宅で行うことが可能である    

 ②X 線撮影を在宅で行うことが可能である    

 
③その他在宅で行うことができる検査がありましたらお書きく

ださい 
   

 5. その他の医療処置    

 ①胸腔穿刺を在宅で行うことが可能である    

 ②腹腔穿刺を在宅で行うことが可能である    

 ③腎瘻、尿管瘻などの管理を在宅で行うことが可能である    

e) 入院施設入院施設入院施設入院施設とのとのとのとの連携連携連携連携 

 1. 特定の病院と連携をとっている    

 2. 必要に応じて（非特定の）病院を紹介する    

f) 介護関連介護関連介護関連介護関連 

 1. 電動ベッド、ポータブルトイレなどの介護用品の紹介を行う    

 2. ホームヘルパーの紹介を行う    

g) 家族家族家族家族へのへのへのへのケアケアケアケア 



 1. 「家族もケアの対象である」という意識を持っている    

 
2. 患者への具体的なケアを家族に説明し、ケアへの積極的な参加

を促す 
   

 3. 患者死亡後の計画的なケアを行ってる（グリーフケア）    

h) そのそのそのその他他他他のののの提供提供提供提供サービスサービスサービスサービス 

 1. デイケアを行っている    

 

チームアプローチチームアプローチチームアプローチチームアプローチ はい いいえ その他 

a) 医師医師医師医師    

 1. 病院の主治医と密接な関係を保つ    

 2. コンサルタントする専門医がいる    

b) 訪問看護婦訪問看護婦訪問看護婦訪問看護婦    

 1. 末期がん患者の在宅ケアには訪問看護婦が必ず参加する    

 2. 自己機関の訪問看護、または訪問看護ステーションがある    

 3. 他機関の訪問看護ステーションとの連携がある    

c) ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー    

 1. 必要に応じてヘルパーの参加がある    

 2. 関わるヘルパーはチームの一員だと考えている    

 3. ヘルパーはカンファレンスに参加する    

d) 薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師    

 1. 必要に応じて薬剤師の参加がある    

 2. 関わる薬剤師はチームの一員だと考えている    

 3. 薬剤師はカンファレンスに参加する    

e) 末期末期末期末期がんがんがんがん患者患者患者患者のののの在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアにににに参加参加参加参加するそのするそのするそのするその他他他他のののの職種職種職種職種があるがあるがあるがある    

 職種名：    

f) 定期的定期的定期的定期的ななななチームカンファレンスチームカンファレンスチームカンファレンスチームカンファレンスをををを行行行行っているっているっているっている    

 

そのそのそのその他他他他 はい いいえ その他 

 代替療法は患者、家族の意向に任せている    

 

診療費診療費診療費診療費にににに関関関関してしてしてして はい いいえ その他 

 1. 患者の自己負担は原則として医療保険分と交通費のみである    

 2. 在宅末期医療総合診療料」として請求することがある    

 3. 介護保険を積極的に利用している    
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末期がん患者在宅ケア実施医療機関リスト

＜資料２＞

医療機関名

医師名

（登録筆頭者）

住所

医療法人　みどりの里　リバータウンクリニック 鈴木　康之 北海道旭川市旭神二条3-6-25

富川胃腸科病院 富川　憲知 北海道旭川市八条通10丁目左1号

医療法人社団　洞仁会　洞爺温泉病院 中谷　玲二 北海道虻田郡洞爺村字洞爺町54-41

南富良野町立幾寅診療所 下田　憲 北海道空知郡南富良野町幾寅617-47

清田病院 西里　卓次 北海道札幌市清田区真栄一条1-1-1

医療法人社団　谷村医院　サンクリニック 谷村　一則 北海道札幌市東区北19条東8-5-2

医療法人　社団　心友会　林産婦人科・理学診療科医院 林 　義夫 北海道札幌市北区麻生町6-13-4

医療法人　社団　カレスアライアンス日鋼記念病院 柴田　岳三 北海道室蘭市新富町1-5-13

瀬棚町国民健康保険医科診療所 村上　智彦 北海道瀬棚郡瀬棚町字本町８５０番地４

医療法人　静愛会　山田クリニック 山田　茂 北海道静内郡静内町旭町1-30-27

静明館　訪問診療所 矢崎　一雄 北海道中央区南１条西23丁目1-5-901

河原木内科医院 山名　保則 青森県八戸市糠塚字下道7-32

財団法人　総合花巻病院 小野　俊一 岩手県花巻市花城町4-28

医療法人　徳政堂　佐渡医院 佐渡　豊 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-175-15

盛岡友愛病院　在宅医療部 木村　幸博 岩手県盛岡市永井12-10

本間内科医院 本間　博 岩手県盛岡市上田2-20-13

西松園内科医院 斎藤　恵子 岩手県盛岡市西松園3-22-1

岩手県立福岡病院 伊藤　達朗 岩手県二戸市堀野字大畑7-2

医療法人社団敬和会　日高見中央クリニック 金澤　重俊 岩手県北上市北鬼柳22-46

医療法人　優親会　及川放射線科内科医院 及川　優 岩手県北上市立花10-36-1

仙台ホームケアクリニック 額田　泰志 宮城県仙台市若林区清水小路6-1明治生命仙台五橋ビル7階

労働福祉事業団　東北労災病院 小笠原　鉄郎 宮城県仙台市青葉区台原4-3-21

医療法人　運忠会　土崎病院 阿部　二郎 秋田県秋田市土崎港中央4-4-26

医療法人　幸佑会　長谷川医院 長谷川　幸弘 秋田県男鹿市船川港船川字新浜町26-2

金病院（コンビョウイン） 圓谷　智夫 秋田県由利郡象潟町字後田34-1

福島労災病院 蘆野　吉和 福島県いわき市内郷綴町沼尻3

斎藤内科 斎藤　光三 福島県いわき市勿来町窪田町通4-87

総合保原中央病院附属　みなみクリニック 佐藤　智子 福島県伊達郡保原町字岡代10-1

医療法人　菅原医院 菅原　秀樹 福島県河沼郡会津坂下町字市中二番甲3597

竹田綜合病院 岡崎　護 福島県会津若松市山鹿町3-27

佐藤内科小児科医院 佐藤　隆 福島県会津若松市新横町6-26

財団法人　慈山会　医学研究所付属　坪井病院 左近司　光明 福島県郡山市安積町長久保1-10-13

原内科医院 原　寿夫 福島県郡山市芳賀1-16-1

南会津地方広域市町村組合　地域医療支援センター 高野　光 福島県南会津郡田島町田島字西町甲4331

医療法人　菊池クリニック 菊池　哲也 福島県福島市花園町7-31

済生会　福島総合病院 三瓶　光夫 福島県福島市桜木町4-15

財団法人　大原綜合病院 横山　純 福島県福島市大町6-11

しぎはらクリニック 鴫原　晃 福島県福島市八島田字道端9-1

医療法人　社団　鈴木医院 鈴木　信行 福島県福島市八木田字神明149-1

宮本内科クリニック 宮本　正俊 茨城県つくば市苅間原1

酒寄医院 酒寄　盛 茨城県つくば市国松857

室生内科医院 室生 勝 茨城県つくば市倉掛805-2

小田内科クリニック 古徳　利光 茨城県つくば市大字小田2951

筑波メディカルセンター病院 木澤　義之 茨城県つくば市天久保1-3-1

東光台内科胃腸科クリニック 荻原　奉祐 茨城県つくば市東光台4-19-4

医療法人　社団　健康尚仁会　飯村医院 飯村　康夫 茨城県つくば市北条4326-2

いばらき診療所　たかば 早乙女二朗 茨城県ひたちなか市高場167-2

いばらき診療所　ひたち 照沼　秀也 茨城県日立市久慈町2-6-37

いばらき診療所　とうかい 大須賀　幸子 茨城県東海村石神内宿1724-1

高崎クリニック 日比野　敏子 茨城県稲敷郡茎崎町高崎772-12

医療法人　社団　河合医院 河合　清 茨城県牛久市田宮 3-2-2

医療法人　荒川医院 荒川　勝 茨城県結城郡石下町蔵持890
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医療機関名
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古河市福祉の森診療所 赤荻　榮一 茨城県古河市新久田271-1

医療法人　それいゆ会　高萩それいゆ病院 永井　卓 茨城県高萩市上手綱赤塚268

上甲医院 上甲　宏 茨城県水戸市本町3-1-8

山手医院　（やまのていいん） 三輪谷　博史 茨城県土浦市国分町7-6

高津クリニック 海津　紀生 茨城県土浦市中高津2-1099-5

医療法人　社団　清和会　いしかわクリニック 石川　貴久 茨城県龍ヶ崎市大徳町5353-1

豊郷台クリニック 長尾　月夫 栃木県宇都宮市豊郷台2-21-3

石橋総合病院 松本　悦郎 栃木県下都賀郡石橋町大字石橋628

医療法人　創生会真岡西部クリニック 趙　達来 栃木県真岡市長田602-2

医療法人　喜望会　蔵の街診療所 関口　聡子 栃木県栃木市平柳町2-24-18

ペインクリニック小笠原医院 小笠原　一夫 群馬県高崎市京目町790

大宮エヴァグリーンクリニック 高木　俊二 埼玉県さいたま市下町2-16-1ｱｸﾛｽ3F

医療法人　明医研　ハーモニークリニック 中根　晴幸 埼玉県さいたま市松木3丁目16番地6

医療法人社団　誠信会　かさい医院 河西　信勝 埼玉県さいたま市針ヶ谷2-14-3

医療法人　博シン会　湯澤医院 湯澤　俊 埼玉県さいたま市西遊馬1260

吉川中央総合病院 水田　哲朗 埼玉県吉川市平沼111

医療法人　財団　石心会　狭山病院 岡本　信也 埼玉県狭山市鵜の木1-33

戸田中央総合病院 小野　充一 埼玉県戸田市本町1-19-3

医療法人　秀人会　原田内科クリニック 原田　守久 埼玉県坂戸市末広町10-2

医療法人社団みずの会　みずの内科クリニック 水野　康治 埼玉県所沢市中新井4-27-4

医療法人　真正会　霞ヶ関中央病院 斉藤　克子 埼玉県川越市笠幡5024-103

医療法人　正務医院 正務　秀彦 埼玉県草加市八幡町1287-7

辻保順医院 辻　守史 埼玉県東松山市新郷29-3

篠田中央クリニック 篠田　毅 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7-8

医療法人　勝海外科 勝海　東一郎 埼玉県和光市新倉1-11-1

天野医院 天野　教之 埼玉県和光市新倉2886-19

医療法人社団　花の谷クリニック 伊藤　真美 千葉県安房郡千倉町白子2446

順風会　小林クリニック 小林　澄子 千葉県浦安市入船1-4-1-6F

浮谷クリニック 浮谷　勝郎 千葉県市川市大洲4-13-5

柏の森クリニック 斎藤　彰 千葉県市川市柏井町1-40街区1-1

松戸市立福祉医療センター　東松戸病院 高林　克日己 千葉県松戸市高塚新田123-13

いらはら診療所 苛原　実 千葉県松戸市小金原4-25-7

医療法人社団　緑星会　どうたれ内科診療所 堂垂　伸治 千葉県松戸市常盤平1-20-3

あおぞら診療所 和田　忠志 千葉県松戸市緑ヶ丘2-337

医療法人社団　翠明会　山王病院 水口　公信 千葉県千葉市稲毛区山王町１６６－２

千葉健生病院 今村　貴樹 千葉県千葉市花見川区幕張町4-524-2

医療法人社団　誠馨会　加曽利病院 富田　来 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1

医療法人社団　共生会　高根町整形外科 高田　典彦 千葉県千葉市若葉区高根町979-1

千城台クリニック 鈴木　秀明 千葉県千葉市若葉区小倉町829

医療法人　萌生会　東武塚田クリニック 林　直樹 千葉県船橋市前貝塚町565-12

南浜診療所 大島　朋光 千葉県船橋市南本町6-5

医療法人　三矢会　八街総合病院 千葉県八街市八街ほ137-1

八日市場市民総合病院 菊地　紀夫 千葉県八日市場市ｲ1304

医療法人　社団　愛友会　流山総合病院 武藤　邦彦 千葉県流山市鰭ヶ崎1-1

医療法人社団修生会　さくさべ坂通り診療所 大岩　孝司 千葉市稲毛区作草部町658-1　オフィス21作草部町ビル101

わたクリニック 渡辺　淳子 東京都葛飾区鎌倉3-46-5-201

東京葛飾医療生活協同組合　篠原診療所 清水　義人 東京都葛飾区四つ木4-15-15

医療法人社団　ゆい　小岩駅南口整形外科内科 横田　浩司 東京都江戸川区南小岩7-27-13

永代クリニック 久松　要雅 東京都江東区永代2-37-22

医療法人社団　ひらの亀戸ひまわり診療所 名取　雄司 東京都江東区亀戸7-10-1 Zﾋﾞﾙ2階

医療法人社団　成健会　とみおか医院 野元　成郎 東京都江東区富岡2-2-6-202

健生会　谷保駅前相互診療所 田中　英彦 東京都国立市富士見台1-17-36

天文台クリニック 山崎　徹 東京都三鷹市大沢1-17-2

えびす英（ヒデ）クリニック 松尾　英男 東京都渋谷区恵比寿南2-17-2 プリマベーラ102
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医療法人社団　岡部内科 岡部　悠 東京都渋谷区笹塚2-12-1

社会福祉法人 聖ヨハネ会　総合病院 桜町病院 東京都小金井市桜町１－２－２０

医療法人　金光クリニック 金光　弘　 東京都昭島市田中町562-8-2F

東京女子医科大学病院　在宅医療支援・推進部 有賀　悦子 東京都新宿区河田町8-1

沢田クリニック 沢田　進 東京都新宿区新宿6-23-7-101

新宿ヒロクリニック 英　裕雄 東京都新宿区西新宿3-2-27　オーチュ第7ビル7F

医療法人社団　顕彬会　伊藤外科 伊藤　彬男 東京都新宿区西新宿5-8-10

竹田クリニック 竹田　秀一 東京都新宿区北新宿3-1-21-3F

東京衛生病院 金子　盾三 東京都杉並区天沼３－１７－３０

医療法人社団　杏静会　寺田医院 寺田　正 東京都世田谷区羽根木2-17-11

医療法人　柏堤会　奥沢病院 松村　光芳 東京都世田谷区奥沢2-11-11

医療法人社団　五十畑会　五十畑クリニック 五十畑　仁 東京都世田谷区経堂1-11-4　五十畑ビル２Ｆ

鶴町クリニック 鶴町　哲也 東京都世田谷区経堂1-14-13

医療法人社団　親樹会　恵泉クリニック 山本　信雅 東京都世田谷区上祖師谷1-35-15 ｼｵﾝ烏山

財団法人　平和協会　駒沢診療所 米谷　美津子 東京都世田谷区上馬4-5-8

みよし内科クリニック 三好　皓 東京都世田谷区赤堤2-12-15

星島内科クリニック 星島　説夫 東京都世田谷区赤堤4-46-4

内科小児科　小澤医院 小澤　禎治 東京都世田谷区太子堂5-13-1

千歳医院 田村　清明 東京都世田谷区粕谷4-12-6

直宮医院 直宮　晃一 東京都世田谷区北沢3-11-14

ライフケアシステム/水道橋東口クリニック 酒井　忠昭 東京都千代田区三崎町1-3-12 水道橋ﾋﾞﾙ

医療法人　財団　あいクリニック 明石　のぞみ 東京都多摩市諏訪1-5-9　ベルメゾン205

鈴木内科医院 鈴木　荘一 東京都大田区山王3-23-8

柳澤博愛医院 柳澤　徹 東京都大田区田園調布2-56-10

セントラルクリニック 蓮沼　剛 東京都中央区日本橋茅場町2-7-9

財団法人 聖路加国際病院 市丸　みどり 東京都中央区明石町９－１

セイメイ内科 韋　晴明 東京都中野区中央1-25-5MKﾏﾝｼｮﾝ106

医療法人社団　中村診療所 中村　洋一 東京都中野区本町5-39-2

医療法人社団　善智会　澤田内科クリニック 澤田　輔善 東京都八王子市みなみ野6-11-1

はちすクリニック 蜂巣　将 東京都板橋区上板橋1-26-13

水野医院 水野　重樹 東京都板橋区赤塚新町1-17-1

医療法人　財団　興起会　荏原町クリニック 泉　博之 東京都品川区旗の台3-4-11

NTT東日本関東病院 堀　夏樹 東京都品川区東五反田5-9-22

おぜきクリニック 小関　雅義 東京都武蔵村山市大南2-39-1

西村医院 高木　知里 東京都文京区千駄木3-31-9-103

本郷診療所 森　清 東京都文京区本駒込1-3-18

重光会　佐藤医院 網野　皓之 東京都豊島区池袋本町3-22-4

医療法人社団　黎明会　大塚クリニック 木戸　豊 東京都豊島区南大塚3-34-6南大塚ｴｰｽﾋﾞﾙ401

要町病院 吉澤　明孝 東京都豊島区要町1-11-13

医療法人社団　岩江クリニック 岩江　秀和 東京都北区西が丘1-5-9

医療法人社団　健樹会　横山医院 横山　健一 東京都北区中十条2-22-16

東京ふれあい医療生活協同組合　梶原診療所 平原　左斗司 東京都北区堀船3-31-15

医療法人社団　立命会　太平町ビルクリニック 軽部　伸亮 東京都墨田区太平1-20-7-301

特定医療法人　財団健和会　すみだ共立診療所 庄司　道子 東京都墨田区墨田3-43-3

ホームケアクリニック川越 川越　厚 東京都墨田区緑1-14-4

医療法人社団　はごろも内科小児科 塩安　佳樹 東京都立川市羽衣町1-16-9

馬場クリニック 馬場　秀文 東京都立川市柴崎町3-10-20渡辺ﾋﾞﾙ1F

星谷内科クリニック 星谷　聡 東京都立川市柴崎町3-8-2　ビルドはなさい5A

正裕会　井上レディスクリニック 加藤　音羽 東京都立川市富士見町1-26-9

医療法人　財団　在和会　井尾クリニック 井尾　和雄 東京都立川市富士見町1-4-29

春日台病院 植原　哲 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-13-1

小磯診療所 磯崎　興志 神奈川県横須賀市鴨居2-80-40

里見腎・泌尿器科 里見　佳昭 神奈川県横須賀市若松町1-10

さとう産婦人科クリニック 佐藤　真一 神奈川県横須賀市池上2-15-22
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三輪医院 三輪　末男 神奈川県横須賀市鶴ヶ丘2-3-2

青葉内科クリニック 青葉　重光 神奈川県横須賀市野比1-25-5 荒井ビル1F

新村皮フ泌尿クリニック 新村　武明 神奈川県横須賀市林1-23-5

医療法人　癒しの会　 野村内科クリニック 野村　良彦 神奈川県横須賀市林1-23-6 ﾐｽﾞｹﾝﾋﾞﾙ2F

オカダ外科医院　在宅医療部 岡田　孝弘 神奈川県横浜市旭区中希望が丘111

小谷クリニック 小谷　利克 神奈川県横浜市金沢区柴町367-5

飯田在宅クリニック 飯田　明 神奈川県横浜市港南区下永谷5-7-13

横浜甦生病院 小澤　竹俊 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30

医療法人社団　山本内科クリニック 山本　光一郎 神奈川県横浜市中区本牧町2-364

小林クリニック 小林　雅子 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘38-31

内山クリニック 内山　富士雄 神奈川県茅ヶ崎市新栄町1-4

ホスピス・ヒューマン・ネットワーク　ゆめクリニック 玉地　任子 神奈川県厚木市戸室1-27-9-301

丸山内科クリニック 丸山　健行 神奈川県厚木市妻田東2-30-38

あらかわクリニック 新川　恒夫 神奈川県厚木市上萩野1164-1　上荻野郵便局２Ｆ

医療法人　相武台メディカルクリニック 瀬野浦　洋 神奈川県座間市相武台1-4507-2F

葉山外科診療所 飯塚　義朗 神奈川県三浦郡葉山町一色369-3

医療法人　医療生協かながわ　おだわら診療所 清水　勝 神奈川県小田原市堀之内253-1

蛍田診療所 小澤　優樹 神奈川県小田原市蓮正寺310

医療法人社団　柏信会　青木病院 高橋　巌 神奈川県逗子市桜山6-1336

川崎社会保険病院　緩和ケア病棟 沈　在俊 神奈川県川崎市川崎区田町2-9-1

ピースハウス病院 西立野　研ニ 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1000-1

医療法人社団　奥津医院 奥津　紀一 神奈川県南足柄市生駒381

揚石医院　内科・小児科・循環器科 揚石　義夫 新潟県新井市石塚町1-14-8

新潟県立妙高病院 桜井　金三 新潟県中頚城郡妙高高原町田口147-1

白根健生病院 福田　喜一 新潟県白根市大字上下諏訪木770-1

国民健康保険　安田診療所 斎藤　徹 新潟県北蒲原郡安田町大字保田1756-1

医療法人　上村医院 上村　伯人 新潟県北魚沼郡小出町諏訪町1-12

ガイナシティー　わかくさ医院 熊木　健雄 富山県中新川郡上市町正印257

公立井波総合病院 八尾　直志 富山県東砺波郡井波町井波938

富山赤十字病院 内科：岡田和彦 富山県富山市牛島本町2-1-58

河上内科医院 河上　浩康 富山県富山市舟橋南町6-15

西村内科胃腸科クリニック 西村　浩一 石川県羽咋郡押水町今浜ト169

医療法人社団　安田医院 安田　紀久雄 石川県鹿島郡鹿西町能登部下105-4-1

公立能登総合病院 村本　信吾 石川県七尾市藤橋町ア部6-4

小松みなみ診療所 帯刀　裕之 石川県小松市下粟津町み１

医療法人　聖仁会　藤井医院 藤井　康広 福井県坂井郡三国町南本町3-3-20

福井県済生会病院 谷　一彦 福井県福井市和田中町舟橋7-1

国保直営　塩山診療所 古屋　聡 山梨県塩山市上於曽984-1

やぶざき泌尿器クリニック 藪崎　昇 山梨県甲府市下石田2-16-20

大久保内科呼吸器科クリニック 大久保　修一 山梨県甲府市丸の内1-19-18

吉岡医院 吉岡　正和 山梨県山梨市東後屋敷524-1

医療法人　どちペインクリニック 土地　邦彦 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1314

明野村国民健康保険　辺見診療所 三井　梓 山梨県北巨摩郡明野村上手1-12

元の気クリニック 野口　修 長野県伊那市西春近2680-1

医療法人　稚洲会　種山医院 種山　千邦 長野県塩尻市大門五番町6-28

医療法人　秀榮会　岸医院 岸　茂 長野県小県郡丸子町大字上丸子328-1

栗ノ木診療所 内坂　徹 長野県上高井郡小布施町大字小布施林2252

小川村国保直管診療所 池田　忠 長野県上水内郡小川村大字高府13347

医療法人　清風会　宮坂医院 宮坂　圭一 長野県諏訪市元町4-10

医療法人　愛和会　愛和病院 山田　祐司 長野県長野市鶴賀1044-2

浅科村国民健康保険診療所 山本　亮 長野県北佐久郡浅科村塩名田570

大島内科クリニック 大島　貞男 岐阜県羽島市竹鼻町共栄町2990-1

医療法人　白水会　白川病院 岩井　浩子 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東5770

鵜沼中央クリニック 長縄　伸幸 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3-33-1
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医療法人　聖徳会　小笠原内科 小笠原　文雄 岐阜県岐阜市加納村松町3-3

医療法人　岐阜勤労者医療協会　華陽診療所 玉置　嘉輝 岐阜県岐阜市祈年町1-24-3

小牧内科クリニック 小牧　卓司 岐阜県岐阜市昭和町2-11

小木曽医院 小木曽　源 岐阜県岐阜市神田町2-4

丹生川村国民健康保険診療所 土川　権三郎 岐阜県大野郡丹生川村町方88

木沢記念病院 新井　通正 岐阜県美濃加茂市古井町下古井590

医療法人　録三会  太田病院 佐々木　裕茂 岐阜県美濃加茂市太田町2825

医療法人社団　穂隆会　吉村内科 吉村　剛 岐阜県本巣郡穂積町大字別府1297番地

のだ医院 野田　宣輝 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪111-8

医療法人社団　崇仁会　船戸外科・内科クリニック 船戸　崇史 岐阜県養老郡養老町船附1344

引佐町国民健康保険　奥山診療所 名倉　康雄 静岡県引佐郡引佐町奥山1104-4

篠原外科胃腸科医院 篠原　幹男 静岡県静岡市安東2-10-16

大谷はざまクリニック 間　浩明 静岡県静岡市宮川39-20

浜松赤十字病院 早川　正勝 静岡県浜松市高林1-5-30

聖隷三方原病院 井上　聡 静岡県浜松市三方原町3453

医療法人社団　フローラ会　島崎医院 飛鎌　修二 静岡県浜松市東田町25-1

小松診療所 金子　重久 静岡県浜北市小松336-2

小松クリニック 石原　伸一 静岡県富士市伝法1989-66

愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院 三島　信彦 愛知県海部郡弥富町大字前ヶ須新田字南本田396

医療法人　勝川医院 鵜飼　正俊 愛知県春日井市若草通1-12

医療法人　胡蝶会　サンエイクリニック 浅井　真嗣 愛知県小牧市小牧3丁目560　ルミナスツインズ小牧北館1階

医療法人　ハーブ内科皮フ科 竹内　秀俊 愛知県知多郡阿久比町横松宮前67

医療法人　マックス　杉石クリニック 杉石　識行 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木3-80　グレイス石川1階

知立南皮膚科内科 溝上　和子 愛知県知立市長篠町東長篠11-1

内科伊藤医院 伊藤　光保 愛知県東海市高横須賀町西屋敷93

医療法人　勝新会　芳賀クリニック 芳賀　勝 愛知県豊橋市西幸町浜池58-1

樫尾クリニック 樫尾　富ニ 愛知県名古屋市千種区山門町1-78

あいち診療所 畑　恒土 愛知県名古屋市天白区福池2-330-2

南医療生活協同組合　総合病院　南生協病院 長江　浩幸 愛知県名古屋市南区三吉町6-8

みなと医療生活協同組合　協立総合病院 原　春久 愛知県名古屋市熱田区五番町44-3

熊野市立五郷診療所 高倉　廣喜 三重県熊野市五郷町寺谷1065-4

小川医院 奥田　真弘 三重県津市丸之内21-20

いせ在宅医療クリニック 遠藤　太久郎 三重県度会郡御薗村高向927

梅川クリニック 梅川　宏司 三重県名張市桔梗が丘八番町５街区2番地

おしたにクリニック 押谷　浩 滋賀県東浅井郡浅井町内保1033

任医院 任　書楷 京都府京都市左京区聖護院東町16-1-１F　リンズコート1F

舟木医院 舟木　亮 京都府京都市上京区芦山寺通大宮西入3西社町175

医療法人　永原診療了解会　千本診療所 永原　宏道 京都府京都市上京区千本通五辻上ル

てらのうち診療所 澤田　いづみ 京都府京都市上京区千本通寺之内下がる花車町４８２－２

京都桂病院 尾嵜　博 京都府京都市西京区山田平尾町17

杉本医院 杉本　順一 京都府京都市中京区西ノ京南上合町70

医療法人　ひがし医院 東　伸郎 京都府京都市中京区大宮通蛸薬師下ル四坊大宮町160

今井内科胃腸科医院 今井　昭人 京都府京都市中京区両替町通丸太町下ル西方寺町161

医療法人　社団　高安医院 高安　文哉 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町30-19

西医院 西　祥太郎 京都府京都市伏見区深草稲荷御前町90

財団法人　薬師山病院 川村　治雄 京都府京都市北区大宮薬師山西町15

中村診療所 中村　昭 京都府八幡市八幡山柴17

医療法人　朋愛会　サンタマリア病院 今村　正敏 大阪府茨木市新庄町13-15

すぎもとクリニック 杉本　清 大阪府茨木市総持寺駅前町1-32

江藤内科・婦人科クリニック 江藤　琢磨 大阪府羽曳野市西浦1242-6

にしだJクリニック 西田　純子 大阪府岸和田市西之内町39-44

医療法人　出水クリニック 出水　明 大阪府岸和田市藤井町1-12-5

医療法人　順専会　白藤診療所 白藤　達雄 大阪府高槻市栄町1-10-12

宮田診療所 島津　保生 大阪府高槻市宮田2-5-8
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宗光診療所 宗光　博文 大阪府高槻市寺谷町38-15

近藤診療所 近藤　利之 大阪府高槻市南平台2-13-2

医療法人　山口医院 山口　誠 大阪府高槻市日吉台5-15-5

嶋田クリニック 嶋田　一郎 大阪府堺市桃山台2-3　ツインビル桃山2F

医療法人　大泉会　いずみクリニック 鈴木　一弘 大阪府堺市百舌鳥本町2-401

医療法人　大泉会　大仙病院 中井　昭宏 大阪府堺市北条町1-2-31

医療法人　協仁会　小松病院 塚口　哲次 大阪府寝屋川市川勝町11-6

医療法人　千里丘協立診療所 下野　英世 大阪府摂津市千里丘東2-12-10

真嶋医院 真嶋　敏光 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-15-17

医療法人　山田医院 山田　良宏 大阪府大阪市阿倍野区王子町2-12-14

みなと生協診療所 倉澤　高志 大阪府大阪市港区磯路3-3-4

医療法人　讃和会　友愛会病院 松岡　徹 大阪府大阪市住之江区浜口東3-6-23

医療法人　三宝会　南港病院 三木　康彰 大阪府大阪市住之江区北加賀屋2-11-15

社会福祉法人大阪福祉事業財団　すみれ病院 岡本　泰之 大阪府大阪市城東区古市1-20-85

医療法人　大道会　大道病院 木本　裕由紀 大阪府大阪市城東区東中浜1-3-17

医療法人　弘善会　弘善会病院 竹原　繁芳 大阪府大阪市生野区巽西4-5-62

西大阪ホームケアクリニック 山本　平八 大阪府大阪市西淀川区大和田3-1-25-412

医療法人　仁和会　和田病院 和田　忍 大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-18

医療法人　互恵会　池田回生病院 岡本　公夫 大阪府池田市建石町8-47

医療法人　中和会 中西医院 中西　忍 大阪府東大阪市小阪2-4-23

東大阪医療生活共同組合　東大阪生協病院 水嶋 大阪府東大阪市長瀬町1-7-7

医療法人　やすらぎ会　植田診療所 植田　豊 大阪府南河内郡千早赤阪村小吹68-831

医療法人　鈴木医院 鈴木　純二 大阪府柏原市法善寺4-2-27-203

医療法人社団　芽吹会　松尾クリニック 松尾　美由起 大阪府八尾市東本町3丁目5番3号プラザサントリアビル501号

坂口医院 坂口　隆啓 大阪府富田林市高辺台2-6-30

医療法人　宝生会　PL病院 中尾　照逸 大阪府富田林市新堂2182

医療法人　森山外科・胃腸科医院 森山　和久 大阪府豊中市豊南町西3-20-20

南医院（在宅ホスピスあおぞら） 南　吉一 大阪府枚方市宮之阪2-3-9

医療法人　みどり会　中村病院 中村　猛 大阪府枚方市藤阪中町3-20

医療法人　ガラシア会　ガラシア病院 伊藤　則幸 大阪府箕面市栗生間谷西6-14-1

とうじょうクリニック 東條　修 大阪府和泉市鶴山台1-24-6

医療法人　生長会　府中病院 森山　正史 大阪府和泉市肥子町1-10-17

医療法人　梅田クリニック 梅田　信一郎 大阪府和泉市伏屋町5-3-3

医療法人社団　星優クリニック 松本　昭英 兵庫県伊丹市桜ヶ丘1-3-23

松凌会　多木クリニック 多木　純子 兵庫県加古川市別府町西脇2-48

西村医院 西村　正二 兵庫県加古川市野口町水足1852

医療法人社団　越久医院 越久　仁敬 兵庫県洲本市本町6-4-10

青山クリニック 青山　裕一 兵庫県神戸市須磨区菅の台3-8-1

医療法人社団　池垣クリニック 池垣　なつ 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町11-7

北瀬循環器科内科 北瀬　裕敏 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町1-2　サン＆サンビル2F

医療法人社団　杏園舎　小澤医院 南　和光 兵庫県神戸市中央区中山手通7-23-16

はやしやまクリニック 梁　勝則 兵庫県神戸市長田区林山町7-5

小林クリニック 小林　重行 兵庫県神戸市東灘区御影町郡家大蔵28

石川診療所 石川　資章 兵庫県神戸市東灘区深江本町3-8-22

住友クリニック 住友　直幹 兵庫県神戸市灘区篠原中町5-5-37-505

郡山内科 郡山　俊昭 兵庫県神戸市灘区篠原本町1-1-1

堅田医院 堅田　均 兵庫県西宮市浜甲子園2-5-12

ほづ医院 保津　真一郎 兵庫県西宮市里中町3-3-5

五色町国民健康保険　鮎原診療所 高田　裕 兵庫県津名郡五色町鮎原西1-1

医療法人社団　裕和会　長尾クリニック 長尾　和宏 兵庫県尼崎市昭和通7-242

さくらいクリニック 桜井　隆 兵庫県尼崎市武庫元町2-12-1

医療法人財団姫路聖マリア会　 姫路聖マリア病院 田村　亮 兵庫県姫路市仁豊野650

だいとう循環器クリニック 大頭　信義 兵庫県姫路市白銀町20　しらさぎビル4F

医療法人社団　阿部医院 阿部　申次 兵庫県明石市朝霧町3-15-12
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医療機関名

医師名

（登録筆頭者）

住所

あまい医院 天井　浩 奈良県磯城郡田原本町612

坂根医院 坂根　俊輔 奈良県磯城郡田原本町矢部337-1

菊川医院 菊川　政男 奈良県橿原市上品寺町380-22

医療法人　吉川医院 吉川　昇 奈良県橿原市中曽司町175

菊川内科医院 菊川　政次 奈良県桜井市桜井875

医療法人　「宮城会」　宮城医院 宮城　信行 奈良県天理市丹波市町302

竹村医院 竹村　英一 和歌山県田辺市東山1-3-8

ユニティクリニック 安川　修 和歌山県那賀郡岩出町西国分688-1

坂口内科 坂口　健太郎 和歌山県那賀郡貴志川町井ノ口577-1

よしだ内科医院 吉田　眞人 鳥取県鳥取市湖山町北6-448-1

赤碕町国民健康保険直営　赤碕診療所 青木　哲哉 鳥取県東伯郡赤碕町赤碕1920-74

飛田医院 飛田　義信 鳥取県日野郡溝口町溝口243-2

日南町国民健康保険　日南病院 高見　徹 鳥取県日野郡日南町生山511-7

嘉村医院 嘉村　智美 島根県隠岐郡西郷町栄町571

松本医院 松本　祐二 島根県益田市横田町429-23

総合病院　松江市立病院 安部　睦美 島根県松江市灘町101

沖田内科医院 沖田　瑛一 島根県浜田市蛭子町20-1

仁寿介　加藤病院・仁寿かわもと診療所 柳光　寛仁 島根県邑智郡川本町川本３８３－１

医療法人　佐藤医院 佐藤　涼介 岡山県岡山市旭町15

医療法人　イキイキ会　水川内科小児科医院 水川　公直 岡山県岡山市原346-3

医療法人　安田内科医院 安田　英己 岡山県岡山市清輝本町3-28

平山医院 大森　浩介 岡山県岡山市平山508-1

特定医療法人鴻仁会 岡山中央奉還町病院 古口　契児 岡山県岡山市奉還町2-18-19

太平台医院 山下　祥一 岡山県勝田郡勝央町平1242

和楽会　野上内科医院 野上　和加博 岡山県倉敷市児島味野6-1-10

医療法人　宥善会　前田医院 佐々木　政敏 広島県賀茂郡黒瀬町国近335-1

医療法人　土本医院　土本ファミリークリニック 土本　薫 広島県御調郡向島町5900

はたのリハビリ整形外科 畑野　栄治 広島県広島市安芸区中野5-13-30

松村循環器外科医院 松村　誠 広島県広島市佐伯区楽々園2-2-19

つばさ往診クリニック 津田　広志 広島県広島市西区己斐上2-56-7

医療法人　細川医院 細川　哲哉 広島県広島市西区庚午中3-1-16

医療法人社団　ばんぶ会　たけもと内科 竹本　元義 広島県広島市中区鶴見町14-6

ひふみクリニック 樋口　富美 広島県広島市中区白島中町2-15

津谷内科呼吸器科クリニック 津谷　隆史 広島県広島市東区牛田早稲田1-6-3

医療法人社団 豊島医院 豊島　仁 広島県広島市東区矢賀1-6-26

田村医院 田村　裕幸 広島県広島市南区宇品海岸2-21-25

クリニックながさか 長坂　晋 広島県尾道市久保1-13-14

田辺クリニック 田辺　泰登 広島県尾道市古浜町6-20

福山医療生活協同組合　城北診療所 磯田　典之 広島県福山市木之庄町3-6-10

医療法人社団　うのしま医院 浦山　澄夫 山口県宇部市浜町2-11-15

梶井内科医院 梶井　信洋 山口県下関市伊倉本町23-9

医療法人　錦病院 玉田　隆一郎 山口県岩国市錦見7-15-7

じょうのクリニック 城野　憲史 山口県豊浦郡豊浦町宇賀7444-2

豊北町国保神玉診療所 藤川　佳範 山口県豊浦郡豊北町神田上2756-1

医療法人　社団　藤井クリニック 藤井　之正 山口県豊浦郡豊北町滝部3146-2

医療法人　林内科医院 林　康夫 徳島県阿波郡阿波町字谷島158

医療法人　松風会　江藤病院 江藤　和子 徳島県小松島市和田島町波塚132-3

医療法人　たかはし内科 高橋　安毅 徳島県徳島市国府町観音寺227-1

医療法人　吉田医院 吉田　ひとみ 徳島県徳島市国府町日開631

医療法人　善成会　善成病院 善成　敏子 徳島県徳島市佐古三番町7-3

医療法人　城南公園内科 宮本　泰文 徳島県徳島市城南町3-5-22

医療法人　若葉会　近藤内科病院 近藤　彰 徳島県徳島市西新浜町2-4-28

中瀬医院 中瀬　勝則 徳島県徳島市富田橋1-11-2

保岡クリニック論田病院 保岡　正治 徳島県徳島市論田町大江6-1
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医療機関名

医師名

（登録筆頭者）
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医療法人社団以和貴会　いわき病院 原　一平 香川県香川郡香南町由佐113-1

香川医療生協　高松平和病院 高木　照幸 香川県高松市栗林町1-4-1

合田循環器内科医院 合田　洋男 香川県三豊郡豊浜町大字姫浜493-1

三豊総合病院 大原　昌樹 香川県三豊郡豊浜町姫浜708

たんぽぽクリニック 永井　康徳 愛媛県松山市久万ノ台168-1-103

医療法人　聖愛会　松山ベテル病院 森　洋二 愛媛県松山市祝谷6-1229

医療法人ビハーラ　藤原胃腸科 藤原　壽則 愛媛県松山市中央2-1236-5

新居浜医療生協　新田診療所 大野　公郎 愛媛県新居浜市新田町1-9-9

かとうクリニック 加藤　正隆 愛媛県新居浜市船木甲2582-2

穴井診療所 中島　俊明 愛媛県八幡浜市穴井3-401

高知厚生病院 山口　龍彦 高知県高知市葛島1-9-50

近森病院 近森　正昭 高知県高知市大川筋1-1-16

山下脳神経外科 山下　茂 高知県高知市南元町3-13

白菊園病院 山崎　信保 高知県土佐市新居萩の里1

佐賀町国保　拳の川診療所 疋田　善平 高知県幡多郡佐賀町拳ノ川72-1

うちわ内科クリニック 打和　靖宏 福岡県遠賀郡水巻町頃末北4-2-30

筒井医院 筒井　竹人 福岡県久留米市西町985-6

愛康内科医院 石井　文理 福岡県久留米市南町130-5

医療法人社団　斎藤医院 斎藤　如由 福岡県久留米市白山町390

医療法人　矢津内科消化器科クリニック 矢津　剛 福岡県行橋市行事7-19-6

医療法人社団　豊泉会　丸山病院 坂田　元子 福岡県小郡市山隈273-11

特別医療法人　栄光会　栄光病院 折田　泰彦 福岡県糟屋郡志免町別府58

山口内科 山口　浩二 福岡県福岡市早良区西新5-14-45

にのさかクリニック 二ノ坂　保喜 福岡県福岡市早良区野芥4-45-55てんぐ屋ビル1F

清水クリニック 清水　大一郎 福岡県福岡市南区横手2-8-7

医療法人　聖亮会　萬納寺医院　聖ヨハネ病院 本島　由之 福岡県北九州市小倉北区下到津3丁目5-8

医療法人　裕愛会　織田病院 西山　雅則 佐賀県鹿島市大字高津原4306

医療法人　元生會　脇山内科 脇山　哲吏 佐賀県唐津市町田2-1-6

長崎百合野病院 中尾　勘一郎 長崎県西彼杵郡時津町元村郷1155-2

秋桜醫院 石田　一美 長崎県大村市諏訪2-523-1

医療法人　金森会　金森医院 金森　正周 熊本県宇土市本町6-5

医療法人　小林会　小林病院 葉山　武志 熊本県下益城郡城南町大字隈庄574

特別医療法人　萬生会　西合志病院 古林　秀正 熊本県菊池郡西合志町御代志812-2

緒方医院 緒方　俊一郎 熊本県球磨郡相良村川辺1764

社会福祉法人恩賜財団済生会　済生会熊本病院 境　健爾 熊本県熊本市近見5-3-1

後藤内科クリニック 後藤　和夫 熊本県熊本市御幸笛田町4-14-23

春日クリニック 清田　武俊 熊本県熊本市春日3-9-3

杉野クリニック 杉野　茂人 熊本県熊本市春日７-19-7

社会福祉法人　イエズスの聖心病院　みこころホスピス 井田　栄一 熊本県熊本市上林町3-56

医療法人　弘生会　本庄内科病院 本庄　弘次 熊本県熊本市新外3-9-1

医療法人　ウッドメッド会　森永上野　胃・腸・肛門科 森永　博史 熊本県熊本市坪井6丁目22-1

内科・神経内科　田島医院 田島　和周 熊本県熊本市田崎3-1-25

熊本市医師会　熊本地域医療センター 田上　正 熊本県熊本市本荘5-16-10

医療法人　ひまわり会　池田病院 池田　直道 大分県佐伯市上岡木戸ノ瀬1258-1

呼吸器クリニック　甲斐医院 甲斐　隆義 大分県別府市野口元町8-10

医療法人　将優会　クリニックうしたに 牛谷 義秀 宮崎県宮崎市恒久5065

いちはら医院 市原　美宏 宮崎県宮崎市中村東1-7-1

医療法人　俊生会　田中外科医院 田中 俊正 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄1946

堂園メディカルハウス 堂園　晴彦 鹿児島県鹿児島市上之園町3-1

明輝会　内村内科 川上　秀一 鹿児島県鹿児島市川上町2750-18

かりゆし病院 野村　義信 沖縄県石垣市新川2124



＜資料３＞

末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート返信状況（登録・公開了承別）

アンケート発送総数 1328 100.0%

①質問Ⅰ・Ⅱともに公開可能 345 26.0%

②質問Ⅰのみ公開可能 30 2.3%

③登録可能・一般公開不可能 27 2.0%

④登録不可 32 2.4% 462 34.8%

⑤不明 1 0.1% 434 32.7%

⑥実施していない 27 2.0% 402 30.3%

⑦返信なし 866 65.2% 375 28.2%

末期がん患者の在宅ケア実施医療機関登録数分布

返信合計

実施中

登録可

公開可

登録数

12～59  (10)

6～12  (11)

5～6   (7)

3～5   (7)

0～3   (12)



末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート返信状況（都道府県別）

都道府県名 登録数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 発送総数

北海道 12 11 0 1 2 1 27 42

青森県 0 0 0 0 2 2

岩手県 7 5 0 2 1 1 8 17

宮城県 2 2 0 0 2 6 10

秋田県 3 3 0 0 1 13 17

山形県 0 0 0 0 1 1 4 6

福島県 14 10 3 1 1 2 36 53

茨城県 20 14 3 3 2 21 43

栃木県 5 4 0 1 11 16

群馬県 1 1 0 0 1 6 8

埼玉県 11 10 0 1 20 31

千葉県 17 15 0 2 1 19 37

東京都 59 52 4 3 5 1 161 226

神奈川県 22 20 1 1 4 2 104 132

新潟県 5 4 1 0 1 1 6 13

富山県 4 4 0 0 4 8

石川県 3 2 0 1 3 6

福井県 2 2 0 0 1 3

山梨県 6 6 0 0 10 16

長野県 7 5 2 0 11 18

岐阜県 12 12 0 0 1 14 27

静岡県 6 6 0 0 46 52

愛知県 11 10 1 0 2 2 17 32

三重県 2 2 0 0 3 5

滋賀県 1 1 0 0 1 3 5

京都府 11 9 2 0 17 28

大阪府 38 32 4 2 1 98 137

兵庫県 22 19 2 1 2 2 29 55

奈良県 5 4 0 1 3 8

和歌山県 2 2 0 0 1 5 8

鳥取県 5 4 0 1 1 4 10

島根県 4 3 1 0 1 5 10

岡山県 7 7 0 0 1 11 19

広島県 9 8 0 1 1 1 10 21

山口県 6 4 1 1 1 20 27

徳島県 9 9 0 0 3 19 31

香川県 3 3 0 0 3

愛媛県 5 3 2 0 3 8

高知県 5 4 1 0 8 13

福岡県 10 9 0 1 2 15 27

佐賀県 2 1 0 1 1 3

長崎県 3 2 0 1 1 8 12

熊本県 12 10 2 0 2 21 35

大分県 2 2 0 0 1 3 6

宮崎県 3 3 0 0 1 9 13

鹿児島県 2 2 0 0 6 8

沖縄県 1 1 0 0 2 3

合計 398 342 30 26 31 1 27 853 1310



＜資料4①＞

末期がん患者の在宅ケア実施医療機関アンケート集計結果 

度数 合計 在宅死率 平均値 最小値 最大値

00/1～12の在宅末期がん患者数

42 675 16.071 0 140

00/1～12の在宅死がん患者数

42 196 29.0% 4.67 0 30

00/1～12の在宅末期がん患者数

54 560 10.37 0 50

00/1～12の在宅死がん患者数

53 242 43.2% 4.56 0 21

00/1～12の在宅末期がん患者数

55 379.1 6.893 0 35

00/1～12の在宅死がん患者数

53 215 56.7% 4.06 0 28

00/1～12の在宅末期がん患者数

241 1507 6.251 0 93

00/1～12の在宅死がん患者数

236 948 62.9% 4.01 0 75

00/1～12の在宅末期がん患者数

392 3121 7.961 0 140

00/1～12の在宅死がん患者数

384 1600 51.3% 4.17 0 75

患者数集計

全体

有床診療所

無床診療所

医療機関の種類

病院（200床以上）

病院（200床未満）



＜資料４②＞

　　　　　　　　　　　　末期末期末期末期がんがんがんがん患者患者患者患者のののの在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケア実施医療機関実施医療機関実施医療機関実施医療機関アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果　　　　

医療機関医療機関医療機関医療機関のののの種類種類種類種類

度数度数度数度数 ％％％％

51 11.9

60 14

59 13.8

258 60.3

428 100

　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上）　）　）　）　病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満）　　）　　）　　）　　有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所　 　　　 　　　 　　　 　　無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

同一機関同一機関同一機関同一機関：：：：院内訪問看護部門院内訪問看護部門院内訪問看護部門院内訪問看護部門

度数度数度数度数 ％％％％

ありありありあり 143 33.4

なしなしなしなし 285 66.6

合計合計合計合計 428 100

同一機関同一機関同一機関同一機関：：：：訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション

度数度数度数度数 ％％％％

ありありありあり 123 28.7

なしなしなしなし 305 71.3

合計合計合計合計 428 100

他機関他機関他機関他機関：：：：訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護StStStStとのとのとのとの連携連携連携連携

度数度数度数度数 ％％％％

ありありありあり 320 74.8

なしなしなしなし 108 25.2

合計合計合計合計 428 100

AAAA1 1 1 1 本人本人本人本人のののの希望希望希望希望

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 206 48.1

×××× 202 47.2

△△△△ 7 1.6

合計合計合計合計 415 97

欠損値欠損値欠損値欠損値 13 3

合計合計合計合計 428 100

AAAA2 2 2 2 家族家族家族家族のののの希望希望希望希望

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 224 52.3

×××× 187 43.7

△△△△ 6 1.4

合計合計合計合計 417 97.4

欠損値欠損値欠損値欠損値 11 2.6

合計合計合計合計 428 100

AAAA3 3 3 3 一人暮一人暮一人暮一人暮らしのらしのらしのらしの場合場合場合場合

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 319 74.5

×××× 96 22.4

△△△△ 2 0.5

合計合計合計合計 417 97.4

欠損値欠損値欠損値欠損値 11 2.6

合計合計合計合計 428 100

合計合計合計合計

病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上））））

病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満））））

有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所

無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

11.9%11.9%11.9%11.9%

14.0%14.0%14.0%14.0%

13.8%13.8%13.8%13.8%

60.3%60.3%60.3%60.3%

なしなしなしなし

ありありありあり

××××

△△△△

○○○○

××××

△△△△
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　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上）　）　）　）　病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満）　　）　　）　　）　　有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所　 　　　 　　　 　　　 　　無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

AAAA4 4 4 4 告知告知告知告知についてについてについてについて

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 365 85.3

×××× 55 12.9

△△△△ 3 0.7

合計合計合計合計 423 98.8

欠損値欠損値欠損値欠損値 5 1.2

合計合計合計合計 428 100

BBBB1 1 1 1 一定一定一定一定ののののケアケアケアケアのののの方針方針方針方針

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 175 40.9

×××× 229 53.5

△△△△ 2 0.5

合計合計合計合計 406 94.9

欠損値欠損値欠損値欠損値 22 5.1

合計合計合計合計 428 100

BBBB2 2 2 2 文書文書文書文書によるによるによるによる説明説明説明説明

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 106 24.8

×××× 298 69.6

△△△△ 4 0.9

合計合計合計合計 408 95.3

欠損値欠損値欠損値欠損値 20 4.7

合計合計合計合計 428 100

BBBB3 3 3 3 口頭口頭口頭口頭によるによるによるによる説明説明説明説明

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 400 93.5

×××× 18 4.2

合計合計合計合計 418 97.7

欠損値欠損値欠損値欠損値 10 2.3

合計合計合計合計 428 100

Cb Cb Cb Cb 医師医師医師医師のののの往診往診往診往診

度数度数度数度数 ％％％％

定期的定期的定期的定期的 304 71

必要時必要時必要時必要時のみのみのみのみ 20 4.7

定期的定期的定期的定期的またはまたはまたはまたは必要必要必要必要

時時時時のみのみのみのみ 98 22.9

欠損値欠損値欠損値欠損値 6 1.4

合計合計合計合計 428 100

Cc Cc Cc Cc 訪問看護婦訪問看護婦訪問看護婦訪問看護婦のののの訪問訪問訪問訪問

度数度数度数度数 ％％％％

定期的定期的定期的定期的 295 68.9

必要時必要時必要時必要時のみのみのみのみ 24 5.6

定期的定期的定期的定期的またはまたはまたはまたは必要必要必要必要

時時時時のみのみのみのみ 80 18.7

欠損値欠損値欠損値欠損値 29 6.8

合計合計合計合計 428 100

Ca Ca Ca Ca 24242424時間体制時間体制時間体制時間体制のののの電話連絡電話連絡電話連絡電話連絡

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 398 93

×××× 25 5.8

△△△△ 1 0.2

合計合計合計合計 424 99.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 4 0.9

合計合計合計合計 428 100
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　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上）　）　）　）　病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満）　　）　　）　　）　　有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所　 　　　 　　　 　　　 　　無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

CaCaCaCa3333　　　　24242424時間体制時間体制時間体制時間体制のののの往診往診往診往診

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 287 67.1

×××× 127 29.7

△△△△ 7 1.6

合計合計合計合計 421 98.4

欠損値欠損値欠損値欠損値 7 1.6

合計合計合計合計 428 100

CaCaCaCa4 4 4 4 早朝早朝早朝早朝・・・・夜間夜間夜間夜間・・・・休日休日休日休日のののの緊急往診緊急往診緊急往診緊急往診

度数度数度数度数 ％％％％

早朝早朝早朝早朝・・・・夜間夜間夜間夜間・・・・休日休日休日休日 305 71.3

早朝早朝早朝早朝・・・・夜間夜間夜間夜間 95 22.2

早朝早朝早朝早朝・・・・休日休日休日休日 3 0.7

夜間夜間夜間夜間・・・・休日休日休日休日 9 2.1

早朝早朝早朝早朝 1 0.2

休日休日休日休日 4 0.9

合計合計合計合計 417 97.4

欠損値欠損値欠損値欠損値 11 2.6

合計合計合計合計 428 100

　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上）　）　）　）　病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満）　　）　　）　　）　　有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所　 　　　 　　　 　　　 　　無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

CaCaCaCa2 242 242 242 24時間体制時間体制時間体制時間体制のののの訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 228 53.3

×××× 180 42.1

△△△△ 5 1.2

合計合計合計合計 413 96.5

欠損値欠損値欠損値欠損値 15 3.5

合計合計合計合計 428 100

CdCdCdCd1 1 1 1 薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師 　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体 CdCdCdCd2 2 2 2 ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 251 58.6 ○○○○ 348 81.3

×××× 166 38.8 ×××× 67 15.7

合計合計合計合計 417 97.4 合計合計合計合計 415 97

欠損値欠損値欠損値欠損値 11 2.6 欠損値欠損値欠損値欠損値 13 3

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CdCdCdCd3 3 3 3 ボランティアボランティアボランティアボランティア

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 111 25.9

×××× 290 67.8

△△△△ 1 0.2

合計合計合計合計 402 93.9

欠損値欠損値欠損値欠損値 26 6.1

合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe1111① ① ① ① 全人的全人的全人的全人的なななな痛痛痛痛みのみのみのみの緩和緩和緩和緩和 CeCeCeCe1111② ② ② ② 一定一定一定一定のののの方式方式方式方式のののの痛痛痛痛みのみのみのみの緩和緩和緩和緩和

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 311 72.7 ○○○○ 262 61.2

×××× 93 21.7 ×××× 131 30.6

△△△△ 1 0.2 △△△△ 1 0.2

合計合計合計合計 405 94.6 合計合計合計合計 394 92.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 23 5.4 欠損値欠損値欠損値欠損値 34 7.9

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100
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CeCeCeCe1111③ ③ ③ ③ 経口経口経口経口モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ CeCeCeCe1111④ ④ ④ ④ モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ坐薬坐薬坐薬坐薬

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 401 93.7 ○○○○ 387 90.4

×××× 20 4.7 ×××× 31 7.2

合計合計合計合計 421 98.4 合計合計合計合計 418 97.7

欠損値欠損値欠損値欠損値 7 1.6 欠損値欠損値欠損値欠損値 10 2.3

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe1111⑤ ⑤ ⑤ ⑤ モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ持続皮下注射持続皮下注射持続皮下注射持続皮下注射

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 251 58.6

×××× 157 36.7

△△△△ 4 0.9

合計合計合計合計 412 96.3

欠損値欠損値欠損値欠損値 16 3.7

合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe2222① ① ① ① 酸素濃縮器酸素濃縮器酸素濃縮器酸素濃縮器 CeCeCeCe2222② ② ② ② 液化酸素液化酸素液化酸素液化酸素

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 409 95.6 ○○○○ 239 55.8

×××× 16 3.7 ×××× 168 39.3

合計合計合計合計 425 99.3 合計合計合計合計 407 95.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 3 0.7 欠損値欠損値欠損値欠損値 21 4.9

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe3333① ① ① ① 経鼻栄養経鼻栄養経鼻栄養経鼻栄養 CeCeCeCe3333② ② ② ② 胃瘻胃瘻胃瘻胃瘻のののの管理管理管理管理

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 402 93.9 ○○○○ 380 88.8

×××× 19 4.4 ×××× 40 9.3

合計合計合計合計 421 98.4 合計合計合計合計 420 98.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 7 1.6 欠損値欠損値欠損値欠損値 8 1.9

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe3333③ ③ ③ ③ 末梢血管末梢血管末梢血管末梢血管からのからのからのからの点滴点滴点滴点滴 CeCeCeCe3333④ ④ ④ ④ 高高高高カロリーカロリーカロリーカロリー輸液輸液輸液輸液

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 393 91.8 ○○○○ 341 79.7

×××× 30 7 ×××× 74 17.3

△△△△ 1 0.2 △△△△ 3 0.7

合計合計合計合計 424 99.1 合計合計合計合計 418 97.7

欠損値欠損値欠損値欠損値 4 0.9 欠損値欠損値欠損値欠損値 10 2.3

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe4444① ① ① ① 超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査 CeCeCeCe4444② ② ② ② XXXX線撮影線撮影線撮影線撮影

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 93 21.7 ○○○○ 67 15.7

×××× 324 75.7 ×××× 351 82

△△△△ 2 0.5 △△△△ 2 0.5

合計合計合計合計 419 97.9 合計合計合計合計 420 98.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 9 2.1 欠損値欠損値欠損値欠損値 8 1.9

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CeCeCeCe5555① ① ① ① 胸腔穿刺胸腔穿刺胸腔穿刺胸腔穿刺 CeCeCeCe5555② ② ② ② 腹腔穿刺腹腔穿刺腹腔穿刺腹腔穿刺

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 196 45.8 ○○○○ 236 55.1

×××× 212 49.5 ×××× 173 40.4

△△△△ 5 1.2 △△△△ 6 1.4

合計合計合計合計 413 96.5 合計合計合計合計 415 97

欠損値欠損値欠損値欠損値 15 3.5 欠損値欠損値欠損値欠損値 13 3

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

××××

○○○○

××××

○○○○

××××

△△△△

○○○○

××××

○○○○

××××

○○○○

××××

○○○○

××××

○○○○

××××△△△△

○○○○

××××

△△△△

○○○○

××××

△△△△

○○○○

××××

△△△△

○○○○

××××

△△△△

○○○○ ××××

△△△△

○○○○



CeCeCeCe5555③ ③ ③ ③ 腎瘻腎瘻腎瘻腎瘻・・・・尿管皮膚瘻尿管皮膚瘻尿管皮膚瘻尿管皮膚瘻などのなどのなどのなどの管理管理管理管理 CfCfCfCf4 4 4 4 施設施設施設施設ホスピスホスピスホスピスホスピスへのへのへのへの紹介紹介紹介紹介

度数度数度数度数 ％％％％ 度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 287 67.1 ○○○○ 67 15.7

×××× 129 30.1 ×××× 204 47.7

△△△△ 2 0.5 △△△△ 5 1.2

合計合計合計合計 418 97.7 合計合計合計合計 276 64.5

欠損値欠損値欠損値欠損値 10 2.3 欠損値欠損値欠損値欠損値 152 35.5

合計合計合計合計 428 100 合計合計合計合計 428 100

CgCgCgCg1 1 1 1 遺族遺族遺族遺族へのへのへのへのケアケアケアケア 　　　　　　　　　　　　全体全体全体全体　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　病院病院病院病院（（（（200200200200床以上床以上床以上床以上）　）　）　）　病院病院病院病院（（（（200200200200床未満床未満床未満床未満）　　）　　）　　）　　有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所　 　　　 　　　 　　　 　　無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 100 23.4

×××× 311 72.7

△△△△ 3 0.7

合計合計合計合計 414 96.7

欠損値欠損値欠損値欠損値 14 3.3

合計合計合計合計 428 100

DaDaDaDa1 1 1 1 チームカンファレンスチームカンファレンスチームカンファレンスチームカンファレンス

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 218 50.9

×××× 204 47.7

△△△△ 4 0.9

合計合計合計合計 426 99.5

欠損値欠損値欠損値欠損値 2 0.5

合計合計合計合計 428 100

EEEE1 1 1 1 医療保険分医療保険分医療保険分医療保険分とととと交通費交通費交通費交通費

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 376 87.9

×××× 44 10.3

合計合計合計合計 420 98.1

欠損値欠損値欠損値欠損値 8 1.9

合計合計合計合計 428 100

EEEE3 3 3 3 在宅末期総合診療料在宅末期総合診療料在宅末期総合診療料在宅末期総合診療料

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 274 64

×××× 130 30.4

合計合計合計合計 404 94.4

欠損値欠損値欠損値欠損値 24 5.6

合計合計合計合計 428 100

EEEE4 4 4 4 介護保険介護保険介護保険介護保険

度数度数度数度数 ％％％％

○○○○ 357 83.4

×××× 51 11.9

△△△△ 1 0.2

合計合計合計合計 409 95.6

欠損値欠損値欠損値欠損値 19 4.4

合計合計合計合計 428 100

××××
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このホームページは、ご自宅で療養したいと希望している がん患者さんと

そのご家族の方々のために開設されたものです。  

がんの患者さんとご家族の方が安心して家で療養するためには、きめ細

かな対応が可能な医療者の力は不可欠です。 そのようなときに力となる

医療機関のリストが、ここに収められています。 お近くの往診医師を探し

たいとき、どのような医療サービスを受けることができるのか知りたいと

き、きっとお役に立てるはずです。 

このホームページを十分活用され，どうか安心して家で療養されますこと

を、作成者一同心から願っております。 

 末期がんの方の在宅ケアデータベースでは、引き続きこのデータベースに

登録してくださる医療機関を募集しております。登録の方法は新規登録のペ

ージをご覧下さい。 

■■■■データベースデータベースデータベースデータベースのののの利用方法利用方法利用方法利用方法 

・下記の都道府県リストから、検索したい地域を選びます。 

 （県名の横に表示される数字は、その地域で現在 データベースに登録されている医療機

関の数です ） 

・都道府県リンクの先には、県下の登録医療機関が全てリスト表示されます。 

 （このリストをさまざまな条件によって絞込み再検索することが可能です） 

・リストからは医療機関の個別情報のページにリンクしています。 

北海道( 12 ) 青森県( 0 ) 岩手県( 7 ) 秋田県( 3 ) 山形県( 0 ) 宮城県( 2 ) 

福島県( 14 ) 茨城県( 20 ) 群馬県( 1 ) 栃木県( 5 ) 埼玉県(11) 千葉県( 17 ) 

東京都( 59 ) 神奈川県( 22 ) 山梨県( 6 ) 新潟県( 5 ) 富山県( 4 ) 長野県( 7 ) 

石川県( 3 ) 福井県( 2 ) 静岡県( 6 ) 岐阜県( 12 ) 愛知県(11) 京都府(11) 

兵庫県( 22 ) 滋賀県( 1 ) 大阪府( 38 ) 三重県( 2 ) 奈良県( 5 ) 和歌山県(2) 

鳥取県( 5 ) 島根県( 4 ) 岡山県( 7 ) 広島県( 9 ) 山口県( 6 ) 愛媛県( 5 ) 

香川県( 3 ) 徳島県( 9 ) 高知県( 5 ) 福岡県( 10 ) 佐賀県( 2 ) 長崎県( 3 ) 

熊本県( 12 ) 大分県( 2 ) 宮崎県( 3 ) 鹿児島県( 2 ) 沖縄県( 1 ) 
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医療機関名から探す  

医療機関種類で探す  6選択して下さい

 番号で探す  ※ハイフン(－)なしの7桁で入力 

医療機関住所で探す  市・区・郡・町・村 

往診対象地域で探す  市・区・郡・町・村 

独居患者の受入対応の有無で探す
 対応している nmlkj  対応していないnmlkj  全てnmlkji

他都道府県別リストを一覧表示  ※県名入力
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医医医医療機療機療機療機関関関関名名名名

種類種類種類種類 診療所（無床） 担担担担当医当医当医当医師師師師  

住所住所住所住所  

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ  ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

EEEE----mailmailmailmail URLURLURLURL

最寄最寄最寄最寄のののの    

交通機交通機交通機交通機関関関関

往診往診往診往診    

対対対対象地域象地域象地域象地域

 

2000 2000 2000 2000 年年年年    

対応対応対応対応患者患者患者患者数数数数

在宅末期がん患者 名／ 在宅死がん患者 名

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護

例） 同一期間の訪問看護部門 

例） 同一機関の訪問看護ステーション 

例） 他機関の訪問看護ステーションとの連携  

併併併併設施設設施設設施設設施設・・・・    

コメント コメント コメント コメント 

例） ヘルパーステーション 

例） 居宅介護支援事業所 

例） 緩和ケア病棟 

  

地地地地図図図図

■■■■掲掲掲掲載情報載情報載情報載情報のののの目次目次目次目次ですですですです（（（（見見見見たいたいたいたい情報情報情報情報にすぐにすぐにすぐにすぐ移動移動移動移動できますできますできますできます））））

患者の受入条件 在宅ケアの方針 ケアの具体的内容 医療費について

<1><1><1><1>こんなこんなこんなこんな場合場合場合場合でもでもでもでも在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアができますができますができますができます((((受入受入受入受入れれれれ可能可能可能可能なななな患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの条条条条件件件件))))

 

■患者さんは在宅ケアを希望していないが、家族は希望している場合 ○ 

 

－ 

■患者さんは在宅ケアを希望しているが、家族は希望していない場合 ○ 

 

－ 

■一人暮らしの患者さんの場合 ○ 

 

－ 

■患者さんが正しい病名や治らない病気であることを知らされていない場合 ○ 

 

－ 

■患者さんの自宅が医療機関から遠い場合 ○ 
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▲ページTOP 

－ 

■その他

－ 

<2><2><2><2>このようなこのようなこのようなこのような方針方針方針方針でででで在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアをしていますをしていますをしていますをしています

 

▲ページTOP 

■一定の方針(基準やマニュアル)に従ったケアを行っています ○ 

 

－ 

■患者さんや家族には在宅医療やケアの方針を文書で説明しています ○ 

 

－ 

■患者さんや家族には在宅医療やケアの方針を口頭で説明しています ○ 

 

－ 

<3><3><3><3>在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアのののの具体的具体的具体的具体的内内内内容容容容ですですですです

 

▲ページTOP 

 

▲ページTOP 

 

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－医医医医師師師師のののの訪問訪問訪問訪問

■定期的な訪問と必要時の往診をします ○ 

 

－ 

■必要時のみ往診します × 

 

－ 

ＢＢＢＢ----訪問看護師訪問看護師訪問看護師訪問看護師のののの訪問訪問訪問訪問

■定期的な訪問と必要時の訪問をします ○ 

 

－ 

■必要時のみ訪問します × 

 

－ 

Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応対応対応対応

■24時間電話連絡を受け取ることができます ○ 

 

－ 
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▲ページTOP 

 

▲ページTOP 

 

■緊急時には24時間いつでも訪問します ○ 

 

－ 

■次の時間帯の訪問が可能です
（早朝）  

（夜間）  

（休日） 

 

－  

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－医医医医師師師師・・・・看護師以外看護師以外看護師以外看護師以外のののの訪問訪問訪問訪問

■必要な時は薬剤師が訪問して服薬指導を行います ○ 

 

－ 

■必要があればホームヘルパーが訪問します ○ 

 

－ 

■必要があればボランティアが訪問します ○ 

 

－ 

EEEE－－－－在宅在宅在宅在宅ケアケアケアケアでででで行行行行うううう医医医医療療療療内内内内容容容容

1111    痛痛痛痛みのみのみのみの緩和緩和緩和緩和

■身体的な痛みだけでなく、心の痛みや苦しみも考慮します ○ 

 

－ 

■一定の方式(例えばWHO方式)に従った痛みの緩和を行います ○ 

 

－ 

■経経経経口口口口モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネを用いた痛みの緩和を行います ○ 

 

－ 

■モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ坐坐坐坐薬薬薬薬を用いた痛みの緩和を行います ○ 

 

－ 

■モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ持持持持続続続続皮下注射皮下注射皮下注射皮下注射を用いた痛みの緩和も可能です ○ 

 

－ 

■モルヒネモルヒネモルヒネモルヒネ硬膜外持硬膜外持硬膜外持硬膜外持続続続続注入注入注入注入を用いた痛みの緩和も可能です ○ 

 

－ 

2222    在宅酸素療法在宅酸素療法在宅酸素療法在宅酸素療法

■酸素濃縮器酸素濃縮器酸素濃縮器酸素濃縮器(空気から窒素を分離し、酸素を濃縮して供給する器械)を用いることがで

○ 
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▲ページTOP 

 

きます

 

－ 

■液体酸素液体酸素液体酸素液体酸素(酸素を液体にしたもの)を用いることができます ○ 

 

－ 

3333    栄栄栄栄養養養養・・・・補液補液補液補液

■経経経経鼻鼻鼻鼻栄栄栄栄養養養養(鼻から管を入れて栄養分や水分を投与すること)を行うことが可能です ○ 

 

－ 

■胃胃胃胃瘻瘻瘻瘻(腹部の皮膚から胃に管を入れ、そこから栄養分や水分を投与すること)の管理

が可能です

○ 

  

－ 

■末梢血管末梢血管末梢血管末梢血管(腕・手などの静脈)からの点滴を行うことが可能です ○ 

 

－ 

■中心中心中心中心静静静静脈脈脈脈カテーテルカテーテルカテーテルカテーテル(心臓に近い大静脈へ入れた管)による高カロリー輸液が可能で

す

○ 

 

－ 

4444    検検検検査査査査

■超音波検査をご自宅で行うことが可能です ○ 

 

－ 

■Ｘ線撮影をご自宅で行うことが可能です ○

 

－ 

■その他、以下のような検査をご自宅で行うことが可能です 

 

－ 

5555    そのそのそのその他他他他のののの医医医医療療療療処処処処置置置置

■胸腔穿刺胸腔穿刺胸腔穿刺胸腔穿刺（胸水を除去すること）をご自宅で行うことが可能です ○ 

 

－ 

■腹腔穿刺腹腔穿刺腹腔穿刺腹腔穿刺（腹水を除去すること）をご自宅で行うことが可能です ○ 

 

－ 

■腎腎腎腎瘻瘻瘻瘻(腹部の皮膚から腎臓へ管を入れて尿を取ること）の管理をご自宅で行うことが

可能です

○ 

 

－ 
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▲ページTOP 

 

▲ページTOP 

Ｆ－Ｆ－Ｆ－Ｆ－入院施設入院施設入院施設入院施設とのとのとのとの連連連連携携携携((((※※※※無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所のみのみのみのみ回答必須回答必須回答必須回答必須))))

■特定の病院と連携をとっています ○

 

－ 

■必要に応じて(非特定の)病院を紹介します ○ 

 

－ 

■入院が必要な場合は病院を紹介します ○ 

 

－ 

■必要な場合は入院先としてホスピスも紹介できます ○ 

 

－ 

Ｇ－Ｇ－Ｇ－Ｇ－そのそのそのその他他他他のののの提供提供提供提供サービスサービスサービスサービス

■ご遺族に対する悲嘆のケアを在宅ケアの一環として行っています ○ 

 

－ 

■がん患者さん対象のデイケアを行っています ○

 

－ 

■代替療法代替療法代替療法代替療法(プロポリス、アガリクスの使用、リンパ球療法など)は患者さんやご家族の意向

にまかせています

○ 

 

－ 

<4><4><4><4>医医医医療費療費療費療費についてごについてごについてごについてご案案案案内内内内しますしますしますします

 

▲ページTOP 

■患者さんの自己負担分は原則として医療保険分と交通費のみです ○ 

 

－ 

■医療保険分と交通費以外にお支払いただく費用には以下のようなものがあります 

 

－
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