
区を単位とした在宅医療推進に向けた取組 

【事業概要】 

 本市において、在宅医療を推進するための全市的な取組とともに、
行政区を単位として、①診診連携による在宅医の負担軽減、②多職
種での緊密な連携の推進、③市民啓発などの課題解決に向けた各
区医師会の発意による取組を推進する。 
 
【事業の内容】 
① 在宅医のグループ化に向けた活動を検討する場を設け、ルール  
  化を図り試行を行い、一定の評価を行う。 
② 多職種で、事前に会議の内容を検討し、いわゆる「顔の見える関 
  係会議」等を開催したり、多職種連携等をテーマとした講演会、勉 
  強会を開催する。 
③ 市民啓発を行う。 
 

 上記の①～③の中から、各区医師会を中心に、行政区単位で事業
計画を立てて活動を推進していく。 
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区 取組の分類 取組状況の概要 

１ 川崎区 
②多職種連携 
③市民啓発 

 行き届いた医療・介護サービスのあるまちづくりに向け、多職種連携会議を行
い（9/24・3/3）、医療・介護従事者の相互の業務理解を深めるとともに、その成果
をワークショックとして広め（11/19・3/24）、冊子にまとめ啓発活動につなげる。 

２ 幸区 
②多職種連携 
③市民啓発 

 多職種による誤嚥性肺炎の予防対策の研究会において、スキルアップセミナー
の開催（年6回）とともに、市民公開フォーラムを開催（6/27）し、さらに、在宅医療
の普及に向けて、市民公開講座を開催する（11/28）。  

３ 中原区 ②多職種連携 

 多職種間で円滑な連携を図るため、多職種による協議会を開催するとともに、
「在宅療養連携ノート」の活用方法、地域包括ケアについての勉強会（9/9・2/4）

や、グループワーク等を行う「多職種に依る顔の見える関係会議」を開催する
（11/7）。 

４ 高津区 ②多職種連携 
 多職種の現場での体験を共有し、知識を深めるとともに、各団体の自主性を高
め質の高い連携をめざすため、事例検討会（5/21・9/17・3/3）や関係団体代表者
による連携会議を開催する。 

５ 宮前区 
①診診連携 
②多職種連携 
③市民啓発 

 医療、介護、福祉をICTの活用により連携の包括的対応を確立するため、ICTの
活用に向けた検討を進めるとともに、「在宅医療ホットライン」の開設（6月～）、認
知症エリアサミット（7/2）などを開催する。 

６ 多摩区 
②多職種連携 
③市民啓発 

 在宅療養のみならず住民の健康と看取りの相談窓口及び連携を目標に多職
種による「チーム・たま」を設立。多職種の代表者会議、各種部会（情報ＩＴ化部会、
団体間連携強化部会、地域連携強化部会）を開催するとともに、「チーム・たま講
演会」（9/16・3/18）を開催する。 

７ 麻生区 
①診診連携 
②多職種連携 
③市民啓発 

 在宅医療に係る医療機関を増やしていくために、在宅医療に対する知識を深
めるための勉強会を開催するとともに、多職種連携の会を設け、多職種と意見交
換を行う（9/25）。さらに、市民への在宅医療の理解を広めるため、フォーラムを
開催する（3/6）。 



 ①川崎区の概況 
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  川崎区の取組状況 

・人口              225,188人                             ・病院         12か所 2,709床 
・高齢者数・高齢化率     49,290人（21.9％）            ・在宅療養支援診療所     14か所 
・要介護等認定者数        9,670人                   ・地域包括支援センター     9か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

②多職種連携 

 行き届いた医療・介護サービスのある最幸の街づくり
へ向け、多職種連携会議を密に行い医療・介護従事者
のお互いの業務への理解を深める。 

9/24 「第1回在宅療養推進協議会」（前回のワーク
ショップの総括、今後の取組の検討等） 
11/19 「第4回顔の見える関係会議・ワークショップ」
（脳出血症例による事例検討） 
3/3 「第2回在宅療養推進協議会」 
3/24 「第5回顔の見える関係会議・ワークショップ」（大
腿骨骨折症例による事例検討） 
※これまでの成果を冊子にまとめ啓発活動を実施。 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡会、ケア
マネ連絡会、地域包括支援センター、区内医院・クリ
ニック、区内病院、区保健福祉センター 等 

（第4回「顔の見える関係会議」（11/19）） 

※人口については、住民基本台帳による。 

（第1回在宅療養推進協議会（9/24）） 

（ H28.3.31現在） 



 ②幸区の概況 
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  幸区の取組状況 

・人口              161,399人                         ・病院          4か所 657床 
・高齢者数・高齢化率     34,437人（21.3％）        ・在宅療養支援診療所 20か所（支援病院 1か所） 
・要介護等認定者数        6,312人                         ・地域包括支援センター   6か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

②多職種連携、③市民啓発 

 多職種による誤嚥性肺炎の予防対策の研究会を開
催するとともに、在宅医療の普及に向けて、市民公開
フォーラム等を開催する。 

①川崎南部摂食嚥下・栄養研究会 
ア．スキルアップセミナーの開催（6/18・7/9・8/19・
10/6・11/10・12/1） 

イ．市民公開フォーラム「食から繋がる医療と介護」（特
別講演；石黒秀喜氏（長寿社会開発センター理事）ほ
か）（産業振興会館；6/27） 
②ネットワーク・これ幸（在宅療養推進協議会） 
ア．年６回の世話人会開催 
イ．第2回市民公開講座「住み慣れた幸区でいつまでも
自分らしく暮らすために」（幸市民館；11/28） 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡会、ケア
マネ連絡会、地域包括支援センター、介護サービス事
業者、川崎南部摂食嚥下・栄養研究会、緩和ケア
フォーラム、呼吸ケア研究会、ネットワーク・これ幸、川
崎幸病院 等 

（市民公開フォーラム（6/27）；石黒秀喜氏講演） 

※人口については、住民基本台帳による。 

（ H28.3.31現在） 

（市民公開講座（11/28）） 

基調講演；関口博仁 
先生（医師会理事） 



 ③中原区の概況 
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  中原区の取組状況 

・人口              243,238人                             ・病院          5か所 1,687床 
・高齢者数・高齢化率     37,260人（15.3％）            ・在宅療養支援診療所     26か所 
・要介護等認定者数        6,560人                            ・地域包括支援センター     6か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

②多職種連携 

 多職種間で円滑な連携のための勉強会、検討会、講
演会、グループワークによる顔の見える関係会議を行
いより良い在宅療養の構築をめざす。 

①在宅療養推進協議会（区役所他；4/22・9/9・10/1・
12/14・3/16） 
②第1回勉強会（講演；「在宅療養における地域連携の

取組」栗原美穂子氏（鶴見区医師会在宅部門総括責
任者））（総合福祉センター；9/9） 
 第2回勉強会（講演会；「地域包括ケアについて～こ

れからの在宅医療」後藤純特任講師（東京大学高齢社
会総合研究機構））（ユニオンビル；2/4） 
③多職種に依る顔の見える関係会議（区役所；11/7） 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡会、ケア
マネ連絡会、地域包括支援センター、病院、栄養士会、 
区保健福祉センター 等 

（第1回在宅療養推進協議会（4/22）） 

※人口については、住民基本台帳による。 

（多職種に依る顔の見える関係会議（11/7）） 

（第1回勉強会（9/9）；栗原美穂子氏講演） 

（ H28.3.31現在） 

（第2回勉強会（2/4）；後藤純氏講演） 



 ④高津区の概況 
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  高津区の取組状況 

・人口              224,341人                             ・病院          5か所 1,308床 
・高齢者数・高齢化率     38,530人（17.2％）            ・在宅療養支援診療所     21か所 
・要介護等認定者数       6,921人                             ・地域包括支援センター     7か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

②多職種連携 

 多様な介護の現場に対するために、関係団体各位と
知識を共有し、「顔の見える連携」を推進しており、各
団体のリーダーシップ推進を進め、質の高い連携をめ
ざす。 

①事例検討会・講演会（区役所；5/21･9/17・3/3） 
② ①開催のための代表者会議（区役所；年4-5回） 
③関係団体代表者による連携会議（区役所；年4-5回） 
 問題点の提起、次年度の計画策定等 
【参考】 

 在宅医療市民シンポジウム「在宅で看取るというこ
と」（講演；「なぜ、いま在宅医療が必要なのか」後藤純
特任講師（東京大学高齢社会総合研究機構）他）（高
津市民館；12/5） 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡会、ケア
マネ連絡会、地域包括支援センター、リハビリ職、福祉
用具関連事業所、区保健福祉センター  等 

※人口については、住民基本台帳による。 

（第2回地域医療と福祉を考える会（9/17）） 

（ H28.3.31現在） 

（市民シンポジウム（12/5）） 

基調講演；後藤純先生 



 ⑤宮前区の概況 

7 

  宮前区の取組状況 

・人口              224,875人                             ・病院          4か所 1,874床 
・高齢者数・高齢化率     42,473人（18.9％）            ・在宅療養支援診療所     19か所 
・要介護等認定者数        6,804人                            ・地域包括支援センター     7か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

①診診連携、②多職種連携、③市民啓発 
 医療、介護、福祉をICTの活用により多職種連携での
包括的対応の確立をめざす。 
 

①「宮前区在宅医療ホットライン」（退院時における在
宅の紹介）と運用（6/1～） 
②ICTの活用に向けた打合せ（区医師会館；毎月） 
③認知症エリアサミット（7/2） 
【参考】9/10 第2回地域ケア連絡会議（「ICT活用による
多職種連携について」行形毅医師） 
11/3 地域包括ケアシステム構築に向けた区民シンポ
ジウム（行形毅医師、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝで登壇）  

医師会、歯科医師会、薬剤師会、地域包括支援セン
ター、聖マリアンナ医科大学病院、区保健福祉セン
ター  等 

※人口については、住民基本台帳による。 

（第2回地域ケア連絡会議（9/10）「ICT活用に
よる多職種連携について」行形毅医師） 

（ H28.3.31現在） 

（「地域包括ケアシステム構築に向けた
宮前区民シンポジウム」（11/3）） 



 ⑥多摩区の概況 
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  多摩区の取組状況 

・人口              205,168人                             ・病院          3か所 816床 
・高齢者数・高齢化率     38,714人（18.9％）            ・在宅療養支援診療所     15か所 
・要介護等認定者数       6,957人                             ・地域包括支援センター    7か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

②多職種連携、③多職種連携 

 各団体の互いの職への理解と尊敬を持ち、問題の共
有、多職種間の勉強・研修会の実施等による多職種の
レベルアップを図るとともに、市民啓発を進め、多摩区
の地域包括ケアシステム構築をめざす。 

①チーム・たま役員会 
②情報ＩＴ化部会 
③団体間連携強化部会 
④地域連携強化部会 
 ※②～④については、各年3～5回開催。 
⑤「第2回市民公開講座」（講演；「「在宅医療」知ってます

か？家で最期まで療養したい人に」垣添忠生氏（国立がん
センター名誉総長）他）（多摩市民館；9/16） 
 「第3回市民公開講座」（講演；「穏やかな最期を迎えるた
めに」石飛幸三氏（「芦花ホーム」医師）他）（同上；3/18） 

医師会、歯科医師会、訪看連絡会、ケアマネ連絡会、
地域包括支援センター、多摩病院、栄養士会、鍼灸ﾏｯ
ｻｰｼﾞ協会、区保健福祉センター 等 

（市民公開講座（9/16）；垣添先生基調講演） 

※人口については、住民基本台帳による。 

（「チーム・たま」チラシ） 

（ H28.3.31現在） 

（チーム・たま役員会（12/2）） 
（市民公開講座（3/18）；石飛先生基調講演） 



 ⑦麻生区の概況 
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  麻生区の取組状況 

・人口              173,155人                        ・病院          8か所 1,787床 
・高齢者数・高齢化率     37,819人（21.9％）       ・在宅療養支援診療所 9か所（支援病院 2か所） 
・要介護等認定者数        6,298人                       ・地域包括支援センター  7か所 

（H27.10.1現在） 

取組の概要・参加団体 取組状況 

①診診連携、②多職種連携、③市民啓発 

 在宅医療に対する知識を深め、診診連携、病診連携
の形を模索する。多職種連携を推進するため、各関係
諸機関が集まり、意見交換会を開催する。これを基に
市民啓発を進めるためフォーラムを開催する。 

①多職種連携の会（企画責任者による事前打合せ）（5/27・
6/23・7/16） 
②多職種連携の会（麻生市民館；9/25） 
③区在宅療養推進協議会・在宅医部会（6/25・7/17・1/19）
（区医師会館等） 
④第1回市民のための在宅医療フォーラム「在宅療養の仕
組みを知ろう」（第1部「通院困難になった時、あなたはどの
ように治療を継続しますか？」ほか）（麻生市民館；3/6） 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡会、ケアマ
ネ連絡会、訪問介護連絡会、地域包括支援センター、
区保健福祉センター 等 

（多職種連携の会（9/25）） 

※人口については、住民基本台帳による。 

（ H28.3.31現在） 

（第1回市民のための在宅医療フォーラム（3/6）） 

第1部；佐野順子 

先生（麻生区在宅療
養調整医師） 


