
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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平成２８年度の各区における取組計画・状況（平成29年3月20日現在）
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区 取組の分類 取組計画・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
（6/30・9/26・2/9・3/6）、医療・介護従事者の相互の業務理解を深め、その成果を
ワークショックとして広め（10/20・3/30）、冊子にまとめるなど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（7/2）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（11/5）。

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（5/18・10/12・

3/29）するとともに、多職種による勉強会（9/15・2/2）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（11/16）。

４ 高津区 ②多職種連携
これまで在宅医療に関係する団体間で‘顔の見える連携’を進めてきたが、さら
に、それぞれ専門職の独自性が発揮された事例検討会（9/15・2/9）や関係団体代
表者による連携会議を通じて、スキルアップを図り、介護の質の向上をめざす。

５ 宮前区
①診診連携
②多職種連携
③市民啓発

多職種連携をICTを通じて、推進するため、「在宅医療ホットライン」の運用、ICTの
普及、‘在宅医ネットよこはま’との共催での研究会の開催（9/3）、医療・介護関係
者等との合同カンファレンスを開催する。

６ 多摩区
①診診連携
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。3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）の報告会（7/28）を開催するとともに、医師会、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、ﾍﾙﾊﾟｰ
等による研修会、「チーム・たま講演会」（10/28）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、多職種と定期的に
意見交換を行う（10/24）。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（3/18）。



①川崎区の概況
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川崎区の取組状況

・人口、高齢化率 228,347人 22.0％ ・要介護等認定者数 9,998人 ・病院 11か所 2,722床
・在宅療養支援診療所 15か所（支援病院 2か所) ・在宅療養支援歯科診療所 6か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 88か所 ・訪問看護ステーション 11か所
・地域包括支援センター 9か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・状況

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。

6/30 「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）
9/26 「第2回協議会」（ワークショップの企画等）
10/20 「医療・介護けんこうフォーラム」・ 「第6回顔の見
える関係会議・ワークショップ」
2/9・3/6 「第3・4回協議会」（ワークショップの企画等）
3/30 「医療・介護けんこうフォーラム「第7回顔の見える
関係会議・ワークショップ」
※取組成果を「川崎区医療ＢＯＯＫ2017」にまとめる。

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、区役所 等

（「医療・介護けんこうフォーラム」・第6回「顔の見える関係会議」（10/20））（第1回在宅療養推進協議会（6/30））

（ H29.3.20現在）

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。



②幸区の概況
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幸区の取組状況

・人口、高齢率 163,127人 21.6％ ・要介護等認定者数 6,570人 ・病院 4か所 657床
・在宅療養支援診療所 19か所（支援病院 1か所） ・在宅療養支援歯科診療所 7か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 50か所 ・訪問看護ステーション 6か所
・地域包括支援センター 6か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・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（年6回）

イ．市民公開フォーラム「食から繋がる医療と介護」（産
業振興会館；7/2）
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3回市民公開講座（ミューザかわさき；11/5）

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、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、川崎病院、
臨港病院、太田総合病院、千の風・川崎、区役所 等

（川崎南部摂食嚥下・栄養研究会市民公開講座（7/2））

（ H29.3.20現在）

（市民公開講座（11/5））

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。



③中原区の概況
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中原区の取組状況

・人口、高齢率 246,957人 15.5％ ・要介護等認定者数 6,694人 ・病院 5か所 1,687床
・在宅療養支援診療所 26か所 ・在宅療養支援歯科診療所 11か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 96か所 ・訪問看護ステーション 8か所
・地域包括支援センター 6か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・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（区休日急患診療所；5/18・
10/12・3/29）
②第1回勉強会（講演；「当クリニックにおける在宅医
療」上杉毅彦氏（上杉クリニック）（ユニオンビル；9/15）
第2回勉強会（講演；「在宅ケアのつながる力」秋山正
子氏（暮らしの保健室））（ユニオンビル；2/2）

③多職種に依る顔の見える関係会議（ユニオンビル；
11/16）

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、
シトラス会（訪問介護）、区役所 等

（第1回在宅療養推
進協議会（5/18））

（多職種に依る顔の見える関係会議（11/16）） （第2回勉強会（2/2）；秋山先生講演）

（ H29.3.20現在）

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。

（第1回勉強会
（9/15）；上杉先生

講演）



④高津区の概況
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高津区の取組状況

・人口、高齢化率 225,784人 17.6％ ・要介護等認定者数 7,267人 ・病院 5か所 1,308床
・在宅療養支援診療所 21か所 ・在宅療養支援歯科診療所 5か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 56か所 ・訪問看護ステーション 13か所
・地域包括支援センター 7か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・状況

②多職種連携

関係団体による「顔の見える連携」を推進しており、
それぞれ専門職の独自性が発揮された事例検討を通
じて、スキルアップを図り、介護の質の向上をめざす。

①事例検討会・講演会（区役所；9/15･2/9）
②①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】在宅医療シンポジウム（「住み慣れた家で最期
まで暮らすために」 講演；山岡桂太氏（田園二子クリ
ニック院長）他）（区役所；11/5）

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、区役所等

（第8回地域医療と福祉を考える会（9/15））

（ H29.3.20現在）

（市民シンポジウム（11/5））

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。



⑤宮前区の概況
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宮前区の取組状況

・人口、高齢化率 226,657人 19.3％ ・要介護等認定者数 7,179人 ・病院 4か所 1,874床
・在宅療養支援診療所 20か所 ・在宅療養支援歯科診療所 5か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 52か所 ・訪問看護ステーション 11か所
・地域包括支援センター 7か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・状況

①診診連携、②多職種連携、③市民啓発
多職種連携をICTを通じて、行い、地域包括ケアシス
テムを稼働される。

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）の運用
②ICTの普及に向けた講演会
③在宅医ネットよこはまとの共催での研究会（9/3）
④医療・介護関係者等との合同カンファレンス医師会、歯科医師会、薬剤師会、区訪看連絡会、地域

包括支援センター、聖マリアンナ医科大学、区役所 等

（第2回地域ケア連絡会議（平成27年9月）
「ICT活用による多職種連携について」行形毅医師）
※昨年度の実施状況

（ H29.3.20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」（平成27年11月））※昨年度の実施状況

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。



⑥多摩区の概況
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多摩区の取組状況

・人口、高齢化率 206,654人 19.2％ ・要介護等認定者数 7,051人 ・病院 3か所 816床
・在宅療養支援診療所 16か所 ・在宅療養支援歯科診療所 3か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 73か所 ・訪問看護ステーション 8か所
・地域包括支援センター 7か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・状況

①診診連携、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、市民啓発を進める。また、往診医と
かかりつけ医との連携等を進める。

①チーム・たま役員会（月1回程度）
②3部会報告会（7/28）

③情報共有化推進委員会、団体間連携強化委員会、地域
コミュニティ推進委員会（月1回程度）
④区医師会、ケアマネジャー、ヘルパー等研修会
⑤「第4回市民公開講座」（講演；「地域リハビリの実践活

動」半田理恵子氏（夢のみずうみ村新樹苑施設長）、「若年
性アルツハイマーの母と生きる」岩佐まり氏（ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ）
他（多摩市民館；10/28）

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、介護事業所連絡会、区役所 等

（「チーム・たま」チラシ）

（ H29.3.20現在）

（チーム・たま役員会（7/13））
（市民公開講座（10/28）；半田理恵子氏講演）

（チーム・たま部会全体会（7/28））

※人口については、住民基本台帳による。
※診療所、歯科診療所、薬局は、9月1日現在。



⑦麻生区の概況
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麻生区の取組状況

・人口、高齢化率 174,103人 22.2％ ・要介護等認定者数 6,510人 ・病院 8か所 1,787床
・在宅療養支援診療所 10か所（支援病院 2か所） ・在宅療養支援歯科診療所 6か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 46か所 ・訪問看護ステーション 12か所
・地域包括支援センター 7か所

（H28.10.1現在）

取組の概要・参加団体 取組計画・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区在宅療養推進協議会・在宅医部会（区休日急患
診療所等）
②多職種連携の会「第2回地域包括ケアシステムin麻
生」（麻生市民館；10/24）
③第2回市民のための在宅医療フォーラム「在宅療養
のいろいろのかたち」（新百合２１ビル内ホール；3/18）

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、区役所 等

（多職種連携の会（10/24））

（ H29.3.20現在）

（第2回在宅医療フォーラム（3/18）

※人口については、住民基本台帳による。
※在宅療養支援診療所等は、9月1日現在。


