
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２９年度の各区における取組計画・状況（平成30年3月26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最幸の街づくりへ向け、多職種連携会議を密に行い
（7/19・9/30・3/23）、医療・介護従事者のお互いの業務への理解を深め、活発な意見交換を行う。
その成果をワークショップとして開催し（2/15）、啓発活動につなげる。

２ 幸区
②多職種連携
③市民啓発

患者・家族を取り巻く環境を考慮した医療介護を他職種従事者と互いに理解と連携を通じて
個々の患者に即した在宅医療を行うため、年6回のスキルアップセミナーを開催するとともに、市
民公開フォーラムを開催（5/20）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
（11/25）。

３ 中原区
①診診連携
②多職種連携
③市民啓発

在宅医のグループ化に向けた仕組みづくりの検討を行うとともに、多職種間で円滑な連携を図
るため、多職種による定期的な協議会や勉強会、顔の見える関係会議（5/24・9/15・11/16・2/2）

を開催する。また、協議会発足以来初めての市民啓発活動として、寸劇を取り入れた「中原区在
宅療養シンポジウム」を開催する。

４ 高津区 ②多職種連携

医療介護の連携において、それぞれの専門職の主体性を高めるため、事例検討会を行う
（5/25・9/28）とともに、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、それぞれ

のリーダーシップの推進を進め、各職種の問題解決力を高めることにより、質の高い連携の構
築を目指す。

５ 宮前区
①診診連携
②多職種連携

在宅医療に関する多職種によるネットワークづくりとして、ICTを活用した情報共有や、「在宅医

療ホットライン」の運用の推進を図る。また、在宅医療を推進する上での医療と介護の円滑な連
携に向けた多職種の会「みやまえの会」（年4回開催）を立ち上げ、顔の見える関係を築いている。

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。多職種による研修会、「チーム・たま講演会」（5/31・12/5）を開催し、在宅医療
の普及啓発に努め、「かかりつけ医」→「訪問診療」→「看取り」の方程式より、市民への「かかり
つけ医」推進に向けた活動を進める。

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、多職種連携の会の充実を
図り、診診連携、病診連携する上での具体的な問題点について協議する。さらに、市民へ広く在
宅療養の有用性・必要性を周知し、在宅療養がさらに広まるよう市民に向けてフォーラムを開催
（12/9・3/3）する。



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 231,463人 22.1％ ・要介護等認定者数 10,406人 ・病院 11か所 2,722床
・在宅療養支援診療所 14か所（支援病院 2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 87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

（H29.10.1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。

7/19 「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）
9/30 「川崎大師福祉まつり」への参画
11/17 「第2回在宅療養推進協議会」（名簿及びメーリン
グリストの作成等）
2/15 「医療・介護けんこうフォーラム「第8回顔の見える
関係会議・ワークショップ」
3/23 「第3回在宅療養推進協議会」（けんこうフォーラム
の振り返り等）

医師会、歯科医師会、区内病院・医院・クリニック、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8回「顔の見える関係会議」（2/15））（第3回在宅療養推進協議会（3/23））

（ H30.3.26現在）

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6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 166,483人 21.6％ ・要介護等認定者数 6,826人 ・病院 4か所 657床
・在宅療養支援診療所 17か所（支援病院 1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 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

（H29.10.1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し、
病院から在宅まで広く地域連携を推進する。また、在宅医
療の普及に向けて、市民公開講座等を開催する。

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（ミューザ川崎；5/20）
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1回の全大会開催
ウ．第4回市民公開講座（幸市民館大会議室；11/25）
『住み慣れた幸区でいつまでも自分らしく暮らすために
～知ろう！防ごう！認知症』
・・・「認知症予防」に対する各職種の役割について講演

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、
総合川崎臨港病院、太田総合病院、田村外科病院、千の
風・川崎、区役所 等

（ H30.3.26現在）

（第4回市民公開講座（11/25））

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6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 249,865人 15.5％ ・要介護等認定者数 6,984人 ・病院 5か所 1,687床
・在宅療養支援診療所 22か所 ・在宅療養支援歯科診療所 18か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 93か所 ・訪問看護ステーション 10か所
・地域包括支援センター 6か所

（H29.10.1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

多職種間で円滑な連携のための勉強会、検討会、講演
会、顔の見える関係会議を行い、併せて、在宅医療の普及
に向けた市民対する普及啓発活動「中原区在宅療養シン
ポジウム」を開催し、より良い在宅療養の構築をめざす。

①区在宅療養推進協議会（ユニオンビル；5/24他）
②第1回勉強会（講演；「認知症の人と家族への支援」五島

シズ氏（認知症介護研究・研修東京センター客員上級研究
員）（エポックなかはら7階大会議室；9/20）

③中原区在宅療養シンポジウム『住み慣れた地域でいつ
までも～みんなで支える在宅療養～』（エポックなかはら7
階大会議室；2/24）・・・寸劇（三部構成）と資料解説でお伝
えする“在宅療養物語”

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、訪問介
護士会、区役所 等

（中原区在宅療養シンポジウム（2/24））

（ H30.3.26現在）

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6月1日現在。

（第1回勉強会
（9/20）；認知症介

護研究・研修東京
センター客員上級
研究員 五島シズ
氏講演）



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 226,707人 18.0％ ・要介護等認定者数 7,540人 ・病院 5か所 1,308床
・在宅療養支援診療所 20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 66か所 ・訪問看護ステーション 14か所
・地域包括支援センター 7か所

（H29.10.1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；5/25･9/28）
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及び交流会（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；12/2）

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11回高津区の地域医療と福祉を考える会（9/28））

（ H30.3.26現在）

（市民シンポジウム（12/2））

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6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 228,762人 19.6％ ・要介護等認定者数 7,630人 ・病院 4か所 1,874床
・在宅療養支援診療所 15か所 ・在宅療養支援歯科診療所 4か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 57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

（H29.10.1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
多職種によるネットワークづくりとして、ICTを活用した情報

共有や、生活習慣病、認知症に関する患者さんへの啓蒙
を目的として、定期的に患者向けのメディカルレクチャーを
開催。

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、訪問看護ステーションや介護支援
専門員との定期的な情報交換のための会合

③宮前区の在宅医療を推進する上での医療と介護の円滑
な連携に向けた多職種の会「みやまえの会」を開催（年4
回）し、顔の見える関係づくりの促進を図る。

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3回みやまえの会（平成29年11月16日）

「口腔機能勉強会～口腔機能のアセスメントにおけるポイン
ト～」 講師：宮前区歯科医師会 理事 阿部哲也氏）

（ H30.3.26現在）

（第4回みやまえの会（平成30年3月22日）

「事例検討会～障害・医療・介護に係る困難事例
～」 事例提供者：鷺沼診療所 行形医師、障害者
生活支援センター富士見 中里氏）

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6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 207,691人 19.5％ ・要介護等認定者数 7,350人 ・病院 3か所 816床
・在宅療養支援診療所 14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 77か所 ・訪問看護ステーション 9か所
・地域包括支援センター 7か所

（H29.10.1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、市民への「かかり
つけ医」推進に向けた活動を進める。

①チーム・たま役員会（月1回程度）
②チーム・たま全大会（6/14）
③区医師会、ケアマネジャー、ヘルパー等研修会
④「第5回市民公開講座」（第1部；4名の診療所医師による
『私の訪問診療』をテーマに講演 第2部；シンポジウム）
（多摩市民館；5/31）
⑤「第6回市民公開講座（講演；「人生最期の迎え方―平穏

死のすすめ」石飛幸三氏（特別養護老人ホーム芦花ホー
ム 医師）（多摩市民館12/5）

医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪看連絡協議会、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、高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、介護事業所連絡会、
区役所 等

（ H30.3.26現在）

（第6回市民公開講座（12/5）；石飛幸三氏講演）（チーム・たま全体会（6/14））

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6月1日現在。

（第5回市民公開講座（5/31）
；「あなたに『かかりつけ医』
いますか」）



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 174,870人 22.6％ ・要介護等認定者数 6,859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 12か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 55か所 ・訪問看護ステーション 14か所
・地域包括支援センター 7か所

（H29.10.1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・在宅医師会（麻生休日急
患診療所）
②多職種連携の会「第3回地域包括ケアシステムin麻
生」『ICTについて』（麻生休日急患診療所；11/13）
③第3回市民のための在宅医療フォーラム「認知症の
いろいろの対応を知ろう」（麻生区役所4階第1、2会議
室；3/3）

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（11/13））

（ H30.3.26現在）

（第3回在宅医療フォーラム（3/3）

※人口については、住民基本台帳による。
※病院は、6月1日現在。


