
令和４年度 在宅療養支援診療所等調査
結果のまとめ

令和４年度

福岡県 高齢者地域包括ケア推進課
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調査の概要について
1 目的

・本県の在宅医療の現状等を把握し、在宅医療にかかる連携体制構築の進捗状
況の評価を行う。

・過去の調査結果と比較し、課題を分析することで、保健医療計画や在宅医療の
推進に反映させる。

３ 調査対象と回収率

令和4年7月1日現在、九州厚生局に以下の届出を行っている県内の医療機関
（1,326か所）を対象とした。

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院

・在医総管（診療所・病院）

２ 調査実施日

令和４年７月２８日
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803か所 （回収数 785か所 回収率 97.8％）

102か所 （回収数 102か所 回収率 100.0％）

421か所 （回収数 409か所 回収率 97.1％）



調査票回収率（二次保健医療圏別）
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調査対象数 回収数 回収率

福岡・糸島 397 389 98.0%

粕屋 49 46 93.9%

宗像 34 34 100.0%

筑紫 65 64 98.5%

朝倉 37 37 100.0%

久留米 160 154 96.3%

八女・筑後 46 45 97.8%

有明 75 75 100.0%

飯塚 41 41 100.0%

直方・鞍手 36 36 100.0%

田川 27 27 100.0%

北九州 322 311 96.6%

京築 37 37 100.0%

福岡県 1,326 1,296 97.7%



訪問診療患者数（推計値）及び目標値
・訪問診療患者数（推計値）は年々増加しており、令和４年度（44,343人）は、令和５年度の目標

値（42,095人）を上回った。

※訪問診療患者数の見込み（R5）の考え方：H29からR4における1年間あたりの増加人数の平均（2,662人）が、毎年増加すると仮定

※在宅療養支援診療所等調査とは、「在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料届出施
設調査」を指す。

※H29の訪問診療患者数（31,034人）について
平成29年度調査結果において、H29の訪問診療患者数（推計値）は、H29の推計法（3区分毎に推計）にて算出した「31,256人」と報告しているが、H30  
からは8区分毎に推計することとしており、H30以降の訪問診療患者数（推計値）と比較するため、H29の訪問診療患者数をH30の推計法にて推計した。
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（参考値）
在宅患者
訪問診療料Ⅰ-2
R4：2,944人

※「在宅患者訪問診療料Ⅰ-２」とは、他の医療機関の求めに応じ、当該他の医療機関の主治医から紹介された患者に対して行う訪問診療を指します。



・人口10万人あたりの訪問診療患者数を比較すると、最多が直方・鞍手の1,152.9人、最少が粕屋
の391.1人で、その差は約2.9倍である。

・13圏域中、福岡県平均（868.0人）を上回っているのは5圏域、下回っているのは8圏域である。

訪問診療患者数
（二次保健医療圏別・人口１０万人対） ※推計値

福岡県
868.0

5※人口１０万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



・６５歳以上人口1万人あたりの訪問診療患者数を比較すると、最多が福岡・糸島の451.2人、最少
が京築の153.9人で、その差は約2.9倍である。

・13圏域中、福岡県平均（311.7人）を上回っているのは3圏域、下回っているのは10圏域である。

訪問診療患者数
（二次保健医療圏別・６５歳以上人口１万人対） ※推計値

福岡県
311.7

6※ ６５歳以上人口１万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



19歳以下の訪問診療患者数（年次比較）
・19歳以下の訪問診療患者数は年々増加しており、R4年度（305人）は、R3年度(250人）の1.2倍に増加
した。
・19歳以下の患者に訪問診療をしている医療機関数は、平成３０年度以降横ばいであり、 R4年度（42
機関）は、R3年度(43機関） より1件減少した。
・19歳以下の訪問診療患者数（令和4年度）を二次保健医療圏別に比較すると、福岡・糸島（196人）が
県全体（305人）の64％を占める一方、4圏域（粕屋、有明、直方・鞍手、田川）は0人であり、圏域により
状況が大きく異なっている。

※実数

「19歳以下の訪問診療患者数」とは、1か月間に訪問診療の算定を行った患者のうち、19歳以下の人数を指す。

19歳以下の訪問診療患者数（二次保健医療圏別） 19歳以下の訪問診療患者数

19歳以下の患者に訪問診療をしている医療機関数
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訪問診療患者数（居所別の年次推移）

※「訪問診療患者数」とは、7月の1ヶ月間に訪問診療の算定を行った患者数を指す。（平成29年度のみ、6月の1ヶ月間の患者数を指す。）
※無回答の医療機関があるため、各年度の合計人数は訪問診療患者数（推計値）と合わない場合があります。

※「自宅」とは、持ち家や賃貸住宅等のいわゆる自宅を指す。「自宅以外」とは、有料老人ホーム、グループホーム、養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム等を指す。（H24～H28については、サービス付き高齢者向け住宅は「自
宅」に含む。）
※R2年度は、未調査

※推計値
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・自宅への訪問診療患者数は、令和元年度まではわずかな増加傾向だったが、令和３年度に1.4倍に
増加した。令和４年度（11,961人）は、令和３年度（11,519人）より、4％増加した。
・自宅以外への訪問診療患者数は、平成２６年以降、年々増加しており、令和４年度（32,381人）は、令
和３年度（28,838人）より、1.1倍に増加した。



在支診・在支病・在医総管を届け出ている医療機関数
（年次推移）
・在宅療養支援診療所数は、平成29年度以降、概ね横ばいで推移しており、令和４年度（803医
療機関）は、前年度より6医療機関増加した。
・在宅療養支援病院数は、概ね増加傾向にあり、令和４年度（102医療機関）は、前年度より1医
療機関増加した。
・在医総管を届け出ている医療機関は、平成29年度以降、概ね横ばいで推移しているが、令和４
年度（421医療機関）は、前年度より2医療機関減少した。

※実数

※「在医総管」は、平成29年度から調査対象としている。

9※「在医総管」は、県内の在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料届出施設のうち、在宅療養支援診療所・在
宅療養支援病院の届出を行っていない施設



・人口10万人あたりの医療機関数を比較すると、最多が朝倉の44.3医療機関、最少が筑紫の14.7医

療機関で、その差は約3.0倍である。

・13圏域中、福岡県平均（26.0医療機関）を上回っているのは6圏域、下回っているのは7圏域である。

在支診・在支病・在医総管を届け出ている医療機関数
（二次保健医療圏別・人口１０万人対） ※実数

福岡県
26.0

10※人口１０万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



・65歳以上人口1万人あたりの医療機関数を比較すると、最多が朝倉の13.1医療機関、最少が筑紫

の6.0医療機関で、その差は約2.2倍である。

・13圏域中、福岡県平均（9.3医療機関）を上回っているのは7圏域、下回っているのは6圏域である。

在支診・在支病・在医総管を届け出ている医療機関数
（二次保健医療圏別・６５歳以上人口１万人対）

※実数

福岡県
9.3

11※ ６５歳以上人口１万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



・可住地面積100 k㎡あたりの医療機関数を比較すると、最多が福岡・糸島の113.4医療機関、最少が

京築の14.2医療機関で、その差は約8.0倍である。

・13圏域中、福岡県平均（48.0医療機関）を上回っているのは3圏域、下回っているのは10圏域である。

在支診・在支病・在医総管を届け出ている医療機関数
（二次保健医療圏別・可住地面積１００ｋ㎡対）

※実数

福岡県
48.0

12※可住地面積１００ｋ㎡あたりの計算は、統計でみる市町村のすがた2022（R2.10.1）の数値を使用



在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数
（年次推移）

・医師数は、平成29年度以降、横ばいで推移しており、令和４年度（1,955人）は、令和３年度（2,078人）
より6%減少している。

※推計値

※推計値について
平成24年度～H28年度は2区分（在支診・在診病）、平成29年度は3区分（在支診・在診病・在医総管）に分けて推計し報告しているが、平成30年度からは
届出を8区分（在支診１～３、在診病１～３、在医総管（診療所・病院））に分けて推計することとしており、年次比較をするため、平成24年度～28年度までの
訪問診療患者数は6区分（在支診１～３、在診病１～３）、平成29年度は7区分（在支診１～３、在支病１～３、在医総管）に分けて推計し直している。なお、
平成29年度は在医総管を診療所と病院に分けて調査を行っていないため、7区分で推計し直している。

※「在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数」とは、常勤換算した医師数を指す。

※病院については、在宅医療に対応している医師数のみを集計
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※「在医総管」は、平成29年度から調査対象としている。



在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数
（二次保健医療圏別・人口１０万人対）

※推計値

・人口10万人あたりの医師数を比較すると、最多が八女・筑後の60.7人、最少が筑紫の23.7人で、そ

の差は約2.6倍である。

・13圏域中、福岡県平均（38.3人）を上回っているのは6圏域、下回っているのは7圏域である。

※病院については、在宅医療に対応している医師数のみを集計

※医師数は常勤換算したもの。

福岡県
38.3
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※人口１０万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数
（二次保健医療圏別・６５歳以上人口１万人対）

※推計値

・65歳以上人口1万人あたりの医師数を比較すると、最多が八女・筑後の19.0人、最少が田川の7.7

人で、その差は約2.5倍である。

・13圏域中、福岡県平均（13.7人）を上回っているのは5圏域、下回っているのは8圏域である。

※病院については、在宅医療に対応している医師数のみを集計

※医師数は常勤換算したもの。

福岡県
13.7
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※ ６５歳以上人口１万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用



在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数
（二次保健医療圏別・可住地面積１００ｋ㎡対 ）

※推計値

・65歳以上人口1万人あたりの医師数を比較すると、最多が福岡・糸島の179.8.人、最少が京築の

21.7人で、その差は約8.3倍である。

・13圏域中、福岡県平均（70.8人）を上回っているのは4圏域、下回っているのは9圏域である。

※病院については、在宅医療に対応している医師数のみを集計
※医師数は常勤換算したもの。

福岡県
70.8
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※可住地面積１００ｋ㎡あたりの計算は、統計でみる市町村のすがた2022（R2.10.1）の数値を使用



在支診・在支病・在医総管に勤務する医師数
（年齢別）
・医師数を年齢別にみると、最も多いのは、60代の588人である。

・診療所における60歳以上の医師の割合は43％、病院における60歳以上の医師の割合は33％である。

医師数（年齢別） N=2,466

医師の割合（年齢別・診療所のみ） N=1,936

医師の割合（年齢別・病院のみ） N=530

※実数

17※医師数は、常勤・非常勤の医師の実人数を合計したもの。



在宅看取り患者数（年次推移）

・看取り患者数（推計値）は、年々増加しており、前年度比較で、令和３年度は1.3倍、令
和４年度は1.2倍に増加している。

※推計値

※「在宅看取り患者数」とは、前年度4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。（H24～H28については、4月～7月までの4ヶ月に在宅で看取
りを行った人数を3倍した人数を指す。）

※推計値について
平成24年度～H28年度は2区分（在支診・在診病）、平成29年度は3区分（在支診・在診病・在医総管）に分けて推計し報告しているが、平成30年度からは
届出を8区分（在支診１～３、在診病１～３、在医総管（診療所・病院））に分けて推計することとしており、年次比較をするため、平成24年度～28年度までの
訪問診療患者数は6区分（在支診１～３、在診病１～３）、平成29年度は7区分（在支診１～３、在支病１～３、在医総管）に分けて推計し直している。なお、
平成29年度は在医総管を診療所と病院に分けて調査を行っていないため、7区分で推計し直している。
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在宅看取り患者数
（二次保健医療圏別・人口１０万人対）

・人口10万人あたりの在宅看取り患者数を比較すると、最多が飯塚の270.4人、最少が田川の67.2

人で、その差は約4.0倍である。

・13圏域中、福岡県平均（143.6人）を上回っているのは7圏域、下回っているのは6圏域である。

※推計値

福岡県
143.6

19※人口１０万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用
※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。



在宅看取り患者数
（二次保健医療圏別・６５歳以上人口１万人対）

・65歳以上人口1万人あたりの在宅看取り患者数を比較すると、最多が飯塚の79.8人、最少が田川

の18.1人で、その差は約4.4倍である。

・13圏域中、福岡県平均（51.6人）を上回っているのは5圏域、下回っているのは8圏域である。

※推計値

福岡県
51.6

20※ ６５歳以上人口１万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用
※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。



在宅看取り患者数
（居所別・二次保健医療圏別・人口１０万人対）

・人口10万人あたりの自宅での在宅看取り患者数を比較すると、最多が飯塚の191.4人、最小が田

川の26.5人で、その差は約7.2倍である。

・人口10万人あたりの自宅以外（高齢者向け住居等・介護保険施設）での在宅看取り患者数を比較

すると、最多が久留米の101.8人、最少が粕屋の19.9人で、その差は約5.1倍である。

※推計値

県平均
（自宅）

73.3
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県平均
（自宅以外）

70.3

※人口１０万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用
※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。



在宅看取り患者数
（居所別・二次保健医療圏別・６５歳以上人口１万人対）

・65歳以上人口1万人あたりの自宅での在宅看取り患者数を比較すると、最多が飯塚の56.5人、最

小が田川の7.2人で、その差は約7.8倍である。

・65歳以上人口1万人あたりの自宅以外（高齢者向け住居等・介護保険施設）での在宅看取り患者

数を比較すると、最多が久留米の35.2人、最少が粕屋の8.3人で、その差は約4.2倍である。

※推計値

県平均
（自宅）

26.3
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県平均
（自宅以外）

25.3

※ ６５歳以上人口１万人あたりの計算は、住民基本台帳人口（R4.1.1）の数値を使用
※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。



在宅看取り患者数（居所別）
・自宅での看取り患者数は、令和元年度までわずかな増加傾向だったが、令和3年度から大きく増加
しており、令和4年度（3,742人）は、令和3年度（3,137人）より1.2倍に増加した。

・高齢者向け住居等の看取り患者数は、増加傾向であり、令和4年度（2,740人）は、令和3年度
（2,154人）より1.3倍に増加した。

・特別養護老人ホームでの看取り患者数は、増加傾向であり、令和4年度（853人）は、令和3年度
（698人）より1.2倍に増加した。

・令和元年度までは、自宅での看取り患者数は、自宅以外の看取り患者数を下回っていたが、令和
3年度以降、自宅での看取り患者数が、自宅以外の看取り患者数を上回っている。

※「在宅看取り患者数」とは、前年度の4月1日～3月末の1年間に在宅で看取りを行った人数を指す。
※「自宅」とは、持ち家や賃貸住宅等のいわゆる自宅を指す。
※「高齢者向け住居等」とは、有料老人ホーム、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）など、高齢
者向け施設を指す。（特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅のうち、一定の水準
を満たし、都道府県の指定を受けているもの）も含む。）
※R2年度は、未調査

※推計値
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医療的ケア児の受け入れについて（現状）

集計結果

a 又は b と回答した医療機関数

・医療的ケア児について、 「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、

現在対象患者がいない」と回答した医療機関は、訪問診療で8.4% 、外来で9.8% 、往診で7.4% 、入

院で1.8% であった。
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訪問診療 47 ( 4.1% ) 48 ( 4.2% ) 996 ( 87.7% ) 45 ( 4.0% ) 1,136 ( 100.0% )

外来 50 ( 4.4% ) 61 ( 5.4% ) 979 ( 86.2% ) 46 ( 4.0% ) 1,136 ( 100.0% )

往診 30 ( 2.6% ) 54 ( 4.8% ) 1,006 ( 88.6% ) 46 ( 4.0% ) 1,136 ( 100.0% )

入院 5 ( 0.4% ) 15 ( 1.3% ) 1,032 ( 90.8% ) 84 ( 7.4% ) 1,136 ( 100.0% )

a．現在対象患者を
受け入れている

b．受け入れ体制は
あるが、現在対象患

者がいない

c．受け入れは考え
ていない

回答なし 計



医療的ケア児の受け入れについて
（現状・二次保健医療圏別）

【回答項目】 a 現在対象患者を受け入れている b 受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない c 受け入れは考えていない

訪問診療 外来

・ 訪問診療について、 「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、
現在対象患者がいない」と回答した医療機関数が多い地域は、福岡・糸島（30医療機関）で、最
も少ない地域は、田川（0医療機関）であった。
・ 外来について 、 「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、現在
対象患者がいない」と回答した医療機関数が多い地域は、福岡・糸島（30医療機関）で、最も少
ない地域は、朝倉、直方・鞍手、田川、京築（1医療機関）であった。
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医療的ケア児の受け入れについて
（現状・二次保健医療圏別）

【回答項目】 a 現在対象患者を受け入れている b 受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない c 受け入れは考えていない

往診 入院

・ 往診について、 「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、現在
対象患者がいない」と回答した医療機関数が多い地域は、福岡・糸島（23医療機関）、最も少な
い地域は、田川（0医療機関）だった。
・入院について、 「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、現在
対象患者がいない」と回答した医療機関がある地域は、8保健医療圏であり、このうち、福岡・糸
島（6医療機関）が最も多かった。一方、5保健医療圏（粕屋、朝倉、直方・鞍手、田川、京築）は、
「a．現在対象患者を受け入れている」又は「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいな
い」と回答した医療機関数が0医療機関であった。
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医療的ケア児の受け入れについて（課題）

その他

・対応外、小児医療はしていない（予定はない）（N=48）

・経験不足・専門的知識（N=11）

・医師の高齢化（N=1）

・医療的ケア児対応の24時間365日対応可能な訪問看護
ステーションが少ない（N=1）

・設備の充実（N=1）

・多忙、余裕がない（N=5）

・夜間の対応（N=1）

・１次救急、1.5次救急では、対応できない場合が多い（N=1）

・課題として、最も多かったのは、順番に「人員の確保」、「技術面」、「小児科診療所との連携」
であった。
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（参考）医療的ケア児の受け入れについて（課題）
～ 「a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関 ～

訪問診療、外来、往診、入院に「 a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関につ
いて、「バックベッドの体制」と回答した医療機関が、４つに共通して、最も多かった。

訪問診療について、
「a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関
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外来について、
「a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関

往診について、
「a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関

入院について、
「a．現在対象患者を受け入れている」と回答した医療機関
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（参考）医療的ケア児の受け入れについて（課題）
～ 「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答した医療機関 ～

訪問診療、外来、往診、入院に「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答し
た医療機関について、訪問診療及び往診は、 「バックベッドの体制」 「基幹病院との連携
（レスパイトを含む）」と回答した医療機関が、最も多かった。
また、外来、入院は、 「人員確保」 「バックベッドの体制」と回答した医療機関が最も多かった。

訪問診療について、
「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答した医療機関

外来について、
「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答した医療機関

往診について、
「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答した医療機関

入院について、
「b．受け入れ体制はあるが、現在対象患者がいない」と回答した医療機関
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（参考）医療的ケア児の受け入れについて（課題）
～ 「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関 ～

訪問診療、外来、往診、入院で「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関について、
「人員確保」「技術面」と回答した医療機関が、４つに共通して、最も多かった。

訪問診療について、
「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関

外来について、
「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関

往診について、
「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関

入院について、
「c．受け入れは考えていない」と回答した医療機関


