
アンケート「医療者のみなさまへ」の集計結果 

1．調査時期

2020年7月～2020年８月

２．調査方法 

がん診療連携拠点病院等の計12施設*の協力を得て、これら施設の医療者2,000名に対して、 

アンケート調査を実施しました。 

*調査協力医療機関12施設は次のとおりです。

秋田大学医学部附属病院、大館市立総合病院、秋田厚生医療センター、秋田赤十字病院、大曲厚生医療セ

ンター、平鹿総合病院、能代厚生医療センター、由利組合総合病院、雄勝中央病院、市立秋田総合病院、

中通総合病院、北秋田市民病院 

３．回収率 

  アンケートの回収率は77.3％でした。 

４．集計結果一覧 

問１．あなたの職種をお答えください。 

問２．あなたの性別をお答えください。 

観察数 (%) 

医師 277 (17.9) 

看護師 985 (63.8) 

薬剤師 131 (8.5) 

ソーシャルワーカー 47 (3.0) 

その他 

回答なし 

102 

3 

(6.6) 

(0.2) 

計 1,545 (100.0) 

観察数 (%) 

男性 418 (27.1) 

女性 

回答なし 

1,124 

3 

(72.8) 

(0.2) 

計 1,545 (100.0) 
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問３．あなたの年齢をお答えください。 

 

 

問４．あなたの施設の医療圏域をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５．異職種間で自由に意見できる雰囲気ですか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

20歳～29歳  375 (24.3) 

30歳～39歳 461 (29.8) 

40歳～49歳  402 (26.0) 

50歳～59歳 266 (17.2) 

60歳～64歳 25 (1.6) 

65歳以上 

回答なし 

12 

4 

(0.8) 

(0.3) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

大館・鹿角医療圏 128 (8.3) 

北秋田医療圏 91 (5.9) 

能代・山本医療圏 110 (7.1) 

秋田周辺医療圏 727 (47.1) 

由利本荘・にかほ医療圏 

大仙・仙北医療圏 

横手医療圏 

湯沢・雄勝医療圏 

回答なし 

126 

106 

122 

133 

2 

(8.2) 

(6.9) 

(7.9) 

(8.6) 

(0.1) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 353 (22.8) 

ややそう思う 850 (55.0) 

あまりそう思わない 310 (20.1) 

そう思わない 28 (1.8) 

回答なし 4 (0.3) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問６．医師は必要な情報を医療スタッフ（orあなた）と共有していると思いますか？ 

 

 

問７．あなたは、必要に応じて自分の職種以外の役割を、補いつつ仕事をするようつとめていると思いま

すか？  

 

 

問８．あなたの担当するがん患者で、治療方針（告知等）の説明の際に、医師以外の職種も参加している

割合は何%ぐらいですか。 

 

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 297 (19.2) 

ややそう思う 889 (57.5) 

あまりそう思わない 322 (20.8) 

そう思わない 23 (1.5) 

回答なし 14 (0.9) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 272 (17.6) 

ややそう思う 957 (61.9) 

あまりそう思わない 291 (18.8) 

そう思わない 14 (0.9) 

回答なし 11 (0.7) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

100% 202 (13.1) 

75%以上100%未満 461 (29.8) 

50%以上75%未満 320 (20.7) 

25%以上50%未満 198 (12.8) 

25%未満 245 (15.9) 

回答なし 119 (7.7) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問９．がん医療を行っていくうえで、他の医療機関との連携に困難感があると思いますか？ 

 

 

問10．専門医療機関に対してがん患者を紹介したときに受け入れてもらえますか？ 

 

  

問11．他院へがん患者を紹介した際に、その後の経過について紹介先医療機関からの情報提供がありま

すか？ 

 

  

  

 観察数 (%) 

よくある 154 (10.0) 

ときどきある 867 (56.1) 

あまりない 433 (28.0) 

まったくない  17 (1.1) 

回答なし 74 (4.8) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

受け入れてくれる（断られることはめ

ったにない） 

406 (26.3) 

たいてい受け入れてくれる（たまに断

られる） 

909 (58.8) 

どちらかというと断られるほうが多い 48 (3.1) 

ほとんど断られる   6 (0.4) 

回答なし 176 (11.4) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

いつも十分ある  91 (5.9) 

たいていは十分ある 750 (48.5) 

たいてい不足している 249 (16.1) 

いつも不足している  57 (3.7) 

気にしていない 254 (16.4) 

回答なし 144 (9.3) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問 12．他院からがん患者が紹介されてきた際に、その後の診療を継続するのに患者にとって十分な情報

が紹介元医療機関から提供されていますか？  

 

 

問13．より専門的な医療機関へがん患者を紹介するときに、どの医療機関に紹介するかを決めるための

情報が足りないと感じることはありますか？ 

 

 

問14．がん患者を定期的なフォローアップのために紹介するときに、どの医療機関に紹介するかを決め

るための情報が足りないと感じることはありますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

いつも十分ある  54 (3.5) 

たいていは十分ある 1,092 (70.7) 

たいてい不足している 212 (13.7) 

いつも不足している  11 (0.7) 

気にしていない 79 (5.1) 

回答なし 97 (6.3) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

かなりある 95 (6.1) 

ややある 804 (52.0) 

あまりない 474 (30.7) 

まったくない  36 (2.3) 

回答なし 136 (8.8) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

かなりある 92 (6.0) 

ややある 803 (52.0) 

あまりない 478 (30.9) 

まったくない  36 (2.3) 

回答なし 136 (8.8) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問15．がん診療連携拠点病院、がん診療病院、がん診療連携推進病院についてお尋ねします。 

①都道府県がん診療連携拠点病院である秋田大学医学部附属病院は、がん診療連携拠点病院の指定要件に

示された役割を十分に担っていると思いますか？ 

  

 

②地域がん診療連携拠点病院である大館市立総合病院は、がん診療連携拠点病院の指定要件に示された役

割を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

③地域がん診療連携拠点病院である秋田厚生医療センターは、がん診療連携拠点病院の指定要件に示され

た役割を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 374 (24.2) 

ややそう思う 818 (52.9) 

あまりそう思わない 209 (13.5) 

そう思わない 30 (1.9) 

回答なし 114 (7.4) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 257 (16.6) 

ややそう思う 779 (50.4) 

あまりそう思わない 222 (14.4) 

そう思わない 29 (1.9) 

回答なし 258 (16.7) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 270 (17.5) 

ややそう思う 815 (52.8) 

あまりそう思わない 178 (11.5) 

そう思わない 22 (1.4) 

回答なし 260 (16.8) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

④地域がん診療連携拠点病院である秋田赤十字病院は、がん診療連携拠点病院の指定要件に示された役割

を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

⑤地域がん診療病院である大曲厚生医療センターは、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担

っていると思いますか？ 

 

 

⑥地域がん診療病院である平鹿総合病院は、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担っている

と思いますか？ 

  

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 299 (19.4) 

ややそう思う 813 (52.6) 

あまりそう思わない 150 (9.7) 

そう思わない 22 (1.4) 

回答なし 261 (16.9) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 275 (17.8) 

ややそう思う 815 (52.8) 

あまりそう思わない 151 (9.8) 

そう思わない 25 (1.6) 

回答なし 279 (18.1) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 242 (15.7) 

ややそう思う 798 (51.7) 

あまりそう思わない 187 (12.1) 

そう思わない 26 (1.7) 

回答なし 292 (18.9) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

⑦地域がん診療病院である能代厚生医療センターは、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担

っていると思いますか？ 

 

 

⑧地域がん診療病院である由利組合総合病院は、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担って

いると思いますか？ 

  

 

⑨地域がん診療病院である雄勝中央病院は、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担っている

と思いますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 229 (14.8) 

ややそう思う 792 (51.3) 

あまりそう思わない 194 (12.6) 

そう思わない 30 (1.9) 

回答なし 300 (19.4) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 240 (15.5) 

ややそう思う 809 (52.4) 

あまりそう思わない 174 (11.3) 

そう思わない 27 (1.7) 

回答なし 295 (19.1) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 203 (13.1) 

ややそう思う 725 (46.9) 

あまりそう思わない 249 (16.1) 

そう思わない 75 (4.9) 

回答なし 293 (19.0) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

⑩地域がん診療病院である北秋田市民病院は、がん診療病院の指定要件に示された役割を十分に担ってい

ると思いますか？  

 

 

⑪市立秋田総合病院は、がん診療連携推進病院の役割を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

⑫中通総合病院は、がん診療連携推進病院の役割を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 233 (15.1) 

ややそう思う 798 (51.7) 

あまりそう思わない 203 (13.1) 

そう思わない 29 (1.9) 

回答なし 282 (18.3) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 203 (13.1) 

ややそう思う 741 (48.0) 

あまりそう思わない 245 (15.9) 

そう思わない 55 (3.6) 

回答なし 301 (19.5) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 256 (16.6) 

ややそう思う 828 (53.6) 

あまりそう思わない 167 (10.8) 

そう思わない 22 (1.4) 

回答なし 272 (17.6) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

⑬都道府県がん診療連携拠点病院である秋田大学医学部附属病院は、県内のがん診療の連携体制の整備構

築の役割を十分に担っていると思いますか？ 

 

 

問16．秋田県でがん医療を提供するとき、専門医の不足を感じることはどの程度ありますか？ 

 

 

問17．秋田県でがん医療を提供するとき、医師以外の専門的な医療従事者（がん化学療法看護認定看護 

師、緩和ケア認定看護師、がん薬物療法認定薬剤師、など）の不足を感じることはどの程度あり 

ますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

そう思う 363 (23.5) 

ややそう思う 778 (50.4) 

あまりそう思わない 192 (12.4) 

そう思わない 35 (2.3) 

回答なし 177 (11.5) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

かなりある 412 (26.7) 

ややある 795 (51.5) 

あまりない 239 (15.5) 

まったくない  17 (1.1) 

回答なし 82 (5.3) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

かなりある 296 (19.2) 

ややある 849 (55.0) 

あまりない 319 (20.6) 

まったくない  21 (1.4) 

回答なし 60 (3.9) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問18．あなたは、がん患者の話に耳を傾け、患者が置かれている状況を踏まえ対応していると思います 

か？ 

 

 

問19．あなたの施設では、緩和ケアのレベルが３年前と比較して向上したと思いますか？ 

 

 

問20．あなたの施設では、がん患者に対する意思決定支援が実践されていますか？ 

 

  

問21．あなたの担当するがん患者で、精神的痛みを含む痛みの評価を何％ぐらいの患者に実施していま 

すか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

いつも対応している  189 (12.2) 

たいてい対応している  1,129 (73.1) 

対応していないほうが多い  150 (9.7) 

ほとんど対応していない 19 (1.2) 

回答なし 58 (3.8) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 320 (20.7) 

ややそう思う 823 (53.3) 

あまりそう思わない 305 (19.7) 

そう思わない 30 (1.9) 

回答なし 67 (4.3) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

十分実践されている 179 (11.6) 

ある程度実践されている 1,133 (73.3) 

あまり実践されていない 149 (9.6) 

まったく実践されていない 9 (0.6) 

回答なし 75 (4.9) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

100% 138 (8.9) 

75%以上100%未満 520 (33.7) 

50%以上75%未満 456 (29.5) 

25%以上50%未満 167 (10.8) 

25%未満 92 (6.0) 

回答なし 172 (11.1) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問22．あなたの担当するがん患者で、在宅医療を希望された患者のうち、在宅医療に移行した症例は 

何％ぐらいですか？ 

 

 

問23．医師ががん患者とその家族に、治療の説明など必要な説明と情報を提供していますか？ 

 

 

  

 観察数 (%) 

100% 31 (2.0) 

75%以上100%未満 228 (14.8) 

50%以上75%未満 351 (22.7) 

25%以上50%未満 305 (19.7) 

25%未満 396 (25.6) 

回答なし 234 (15.1) 

計 1,545 (100.0) 

 観察数 (%) 

いつもしている 351 (22.7) 

たいていしている 1,015 (65.7) 

していないほうが多い 90 (5.8) 

ほとんどしていない 11 (0.7) 

回答なし 78 (5.0) 

計 1,545 (100.0) 



 
 

問24．医師以外の医療スタッフの方にお聞きします。 

がん患者のケアに関して、自分の意見を医師に対して自由に言えますか？ 

 

 

 

問25．医師の方にお聞きします。 

    他の医療スタッフの話に耳を傾けていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観察数 (%) 

言える  175 (13.8) 

ときどき言える 575 (45.3) 

あまり言えない 389 (30.7) 

言えない 69 (5.4) 

回答なし 60 (4.7) 

計 1,268 (100.0) 

 観察数 (%) 

そう思う 114 (41.2) 

ややそう思う 147 (53.1) 

あまりそう思わない 7 (2.5) 

そう思わない 0 (0.0) 

回答なし 9 (3.2) 

計 277 (100.0) 


