
川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室

川崎市における
在宅医療推進のまちづくり

平成３１（２０１９）年４月１日



・面積 144.35平方ｋｍ
・障害児・者数 57,395人（H29.4.1現在）
・出生数 13,816人（H30年）
・児童数（小学生）73,853人（H30.5.1現在）
・生徒数（中学生）28,965人（同上）
・町内会・自治会等加入率 61.1％

（H30.4.1現在）

川崎市の概況

・人口 1,516,483人 （H30.10.1現在）
・高齢化率 20.2％（15.3％～23.4％）
・要介護等認定者 55,760人
・病院 39病院
・在宅療養支援診療所・支援病院 115か所・5か所
・在宅療養歯科診療所 80か所
・訪問薬剤管理指導を行う薬局 489か所
・地域包括支援センター 49か所
・障害者相談支援センター 28か所
・居宅介護支援事業所 385か所
・訪問看護ステーション 79か所
・小規模多機能型居宅介護 47か所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 21か所 2



川崎市における人口ピラミッドの変化

（出典）総務省「国勢調査」、川崎市将来推計人口（平成29年5月）

（単位：千人）
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在宅医療に関する希望
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○ 自宅で療養したいと希望する割合は，平成20年には63.3%を占める。（必要であれば医療機関
への入院を含む）

出典；
平成2８年度川崎市高齢者実態調査
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なるべく今まで通った（または現在入院中の）医療機関に入院したい なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい

自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい 自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい

自宅で最後まで療養したい 専門的医療機関（がんセンターなど）で積極的に治療が受けたい

老人ホームに入所したい その他

分からない 無回答

※「あなたご自身が治
る見込みがなく死期が
迫っている（6ヶ月程度
あるいはそれより短い
期間を想定）と告げら
れた場合、療養生活
は最期までどこで送り
たいですか。」との設
問に対する回答

【参考】介護が必要になった場合の暮らし方（一般高齢者）、今後の暮らし方（要介護・要支援認定者）

出典；終末期の療養場所に関する希望（全国調査）
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主に家族の介護を受けながら、自宅で暮らしたい 主に介護サービスを利用して、自宅で暮らしたい

少人数で生活できる介護つきホーム(住宅）で暮らしたい 特別養護老人ホームなどの介護施設に入りたい

民間の介護つき有料老人ホームに入りたい 病院に入院したい

その他 分からない

無回答

%



在宅医療に関する現状（全国、川崎市）
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○ 死亡場所の推移（全国）

出典：第5回厚生労働省版提言型政
策仕分け資料2｢ 『医療と介護
の連携』 の論点等について｣

（川崎市）

出典：人口動態統計
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在宅医療推進に向けた現状と課題

（１）急速な都市部の高齢化に対応した、２４時間３６５日の在宅
医療推進の仕組みづくりが求められている。
⇒かかりつけ医を中心に、訪問診療や往診にも取り組みやすい
環境づくり（支援体制等）に取り組むことが必要（課題①）。

（２）医療と介護の連携がよりスムーズに進められるような仕組
みづくりが求められている。
⇒医療と介護の円滑な連携に向けたルールづくりや、コー
ディネート機能のあり方の検討が必要（課題②）。

（３）在宅医療・ケアへの理解が十分に浸透しているとはいいき
れず、市民の選択肢の１つとはなりきっていない。
⇒行政や専門職等による市民への更なる啓発の取り組みを
進めることが必要（課題③）。
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川崎市における在宅医療推進に向けた取り組み

【取組の方向性(1)】２４時間３６５日の在宅医療推進の仕組みづくり
（１）「在宅チーム医療を担う地域リーダー研修」等による人材養成
（２）各区の推進役となる在宅療養調整医師を各区に配置

【取組の方向性(2)】医療と介護の連携に向けた仕組みづくり
（１）川崎市在宅療養推進協議会の開催（市民啓発WG、症例検討WG）
（２）「在宅療養連携ノート」、 「在宅医療資源情報の把握・公表」
「川崎市在宅医療・介護多職種連携マニュアル」「入退院調整モデル」の普及・調整
（３）在宅医療サポートセンターの運営
（４）介護職向け医療・介護連携研修の開催

【取組の方向性(3)】在宅医療・ケアに関する市民啓発
（１）リーフレット「在宅医療Q＆A」の配布
（２）市民シンポジウムの開催
（３）出前講座の実施
（４）在宅医療情報誌「あんしん」の発行

※区を単位とした在宅医療推進に向けた取組の推進
取組の方向性(1)～(3)の中から、各区医師会の発意に基づき推進

※あんしん見守り一時入院等事業
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在宅医療・介護連携推進事業との対応関係
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在宅医療・介護連携推進事業
の事業項目

本市の取組

（ア）地域資源の医療・介護の
資源の把握

●「在宅医療資源の把握・公表（2-(2)）
※「市ホームページ」「かわさきのお医者さん」（参考）
※介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ」（参考）

（イ）在宅医療・介護連携の課
題の抽出と対応策の検討

●「川崎市在宅療養推進協議会」を設置するとともに、協議会のもとに、「市民啓発
ワーキンググループ」「症例検討ワーキンググループ」を設け、対応策を検討（2-(1)）。

（ウ）切れ目のない在宅医療と
介護の提供体制の構築推進

●各区に在宅療養調整医師を配置（1-(2)）するとともに、「在宅医療サポートセン
ター」にコーディネーターの看護職を配置（2-(3)）し、連携強化
●「川崎市在宅医療・介護多職種連携マニュアル」作成（2-(2)）
●「入退院調整モデル」作成（2-(2)）
※あんしん見守り一時入院等事業の実施（参考）

（エ）医療・介護関係者の情報
共有の支援

●「在宅療養連携ノート」の普及（2-(2)）
●「在宅医療・介護連携のための情報共有チェックシート」の普及（2-(2)）
※専門職向け認知症ケアパス作成

（オ）在宅医療・介護連携に関
する相談支援

●「川崎市在宅医療サポートセンター」を川崎市看護協会に設置（2-(3)）し、医療・介
護関係者の相談・調整を実施。

（カ）医療・介護関係者の研修 ●多職種による「在宅チーム医療を担う地域リーダー研修」の実施（1-(1)）
※介護職向け医療・介護連携研修の実施（2-(4)）

（キ）地域住民への啓発 ●ﾘｰﾌﾚｯﾄ「在宅医療Q＆A」の普及、情報誌「あんしん」の発行（3-(1)(4)）
●市民シンポジウムの実施（3-(1)）
●出前講座の実施（3-(3)）

（ク）在宅医療・介護連携に関
する関係市区町村の連携

●本市は、南北２つの2次医療圏があり、全市を通じて、課題の抽出や対応策を検
討し連携推進。

注） ※印は、在宅医療・介護連携推進事業ではなく、本市独自の取組として実施。



「第６回 川崎市在宅チーム医療を担う地域リーダー研修」
日時；平成３１年３月１７日（日） ９時３０分～１５時５５分 場所：川崎市医師会館

※医師２１名を含む１５９名が参加

１-（１） 在宅医療推進に向けた人材養成

研修プログラム

講演①「在宅医療と意思決定支援
自分らしく生きるための医療の選択 」

（西川満則医師（国立長寿医療研究センター地域医療連携室長）

講演②「終末期医療と多職種連携
アドバンスケアプランニングの活用 」

(廣橋猛医師(永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長

ＧＷ②（人生の最終段階における多職種連携）
（進行；渡邊嘉行医師（医師会担当理事））

ＧＷ①（在宅医療における終末期の課題）
（進行；渡邊嘉行医師（医師会担当理事））

研修のまとめ（関口博仁医師（医師会副会長））
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在宅医療に係わる医療・介護従事者に対する多職種研修を開催し、
チームとして在宅療養患者・家族を支えていくための人材を育成する。

【これまでの実績】 参加者数

第3回（平成28年2月21日） 医師26名を含む147名

第4回（平成29年2月5日） 医師27名を含む154名

第5回（平成30年3月4日） 医師21名を含む155名



１-（２） 在宅療養調整医師の配置
【取組の概要】

各区に推進役として、①多職種への医療的な助言、②医療資源等
の把握、開業医のネットワークづくりの推進、③退院調整支援等を
行う、在宅療養調整医師を配置。
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【平成３０年度在宅療養調整医師】
川崎区 宮原光興医師（悠翔会在宅クリニック） 宮前区 行形毅医師（鷺沼診療所）
幸区 中岡康医師（ナカオカクリニック） 多摩区 中村健医師（中村クリニック）
中原区 児玉文雄医師（こだま診療所） 麻生区 佐野順子医師
高津区 染谷貴志医師（そめや内科ｸﾘﾆｯｸ） （あさお・百合ｸﾘﾆｯｸ）

【川崎市医師会の取組】
在宅療養調整医師を中心に、在宅医の意

見交換・研修を通した在宅医療の普及・推進を
図るために、平成27年10月29日に、「在宅医
連絡協議会」を立ち上げ。

・在宅療養に係る在宅医からの皮膚科、耳鼻科、整
形外科、眼科の相談・往診体制を構築。

・在宅をはじめる医師に対して、希望に応じて、在宅
療養調整医師の診療現場への同行訪問を実施。



医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員連絡会、 医療ソー
シャルワーカー協会、理学療法士会、地域包括支援センターなど、関連団体の代表者が定期
的に集まり、多職種連携の強化、在宅療養患者に対する一体的な支援体制の構築に向けた
協議を実施（平成25年度～）。

２-（１）多職種の連携に向けた在宅療養推進協議会の開催
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・在宅医療を担う地域リーダー研修の企画
・在宅療養に関する多職種連携ツールの普及・ルールづくり
に向けた検討
・在宅医療に関する市民啓発の推進
・各区における在宅療養環境の整備推進 など ※症例検討ＷＧ開催風景

川崎市在宅療養推進協議会
（平成25年12月～）

市民啓発WG 症例検討WG

・在宅医療に関する一般的な情報提
供に留まらない多面的な啓発の実施
に向けた検討。
・出前講座の効果的な実施方法につ
いての検討・実践。
・在宅医療情報誌の作成。 など

・多職種の従事者による症例検討
の実践。
・症例検討を通じた、より円滑な多
職種連携に向けたルール（マニュ
アル）づくり。

（平成26年9月～） （平成27年11月～）

各区在宅療養
推進協議会

①診診連携による在宅医の負担軽
減負担軽減
②多職種での緊密な連携の推進
③市民啓発
上記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。

（平成26年度～）



２-（２）在宅療養における多職種連携に向けたツールづくり
（１）在宅医療資源の把握・公表
在宅医療資源情報（在宅医師、在宅歯科医師、訪問看護ステーション、薬局）をまと

め、在宅療養の相談に活用。

（２）在宅療養連携ノートの作成・活用
在宅医療・介護従事者間の情報共有を図るため、在宅療養患者宅に置いて、従事者
間及び本人・家族との情報共有につなげるため、「在宅療養連携ノート」を作成し、普
及・活用していく。

（３）入退院調整モデルの作成
市内における入退院調整を、多くの関係者・関係機関が共通の認識をもって円滑に

実施できるよう、「入退院調整モデル」を作成。
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【記載事項】
・基本情報 ・医療情報
・歯科情報 ・嚥下連絡票
・検査結果 ・薬剤情報
・看護情報 ・週間サービス計画表
・リビング・ウィル ・連絡ページ



多職種連携のルールづくりの取り組み

多職種による症例検討
（今回は、症例検討ＷＧ）

多職種連携のルール形
成（マニュアルづくり）

ケアカンファレンス
（退院時共同指導等）

在宅生活
（QOLの向上）

■連携の課題、■現場の声、
■当事者の悩み等 を反映

連携のルールづくりは、
■誰が主担当で、
■誰と連携すべきか、
■その際何が課題か
を整理することが重要

地域内で医療・介護従
事者間の遵守すべき
ルール

在宅療養者（・家族）
への質の高いサー
ビスを連携して提供

医師、訪問看護師、ｹｱﾏ
ﾈｼﾞｬｰ、ＭＳＷ等による
定期的な意見交換

在宅療養開始
時からその後の
療養を継続する
中で、節目となる
タイミング毎に、
円滑な多職種連
携を進めるため
の情報共有の視
点を整理。

（在宅医療・介護連携のための情報共有チェックシート）



２-（３）在宅医療サポートセンターの運営
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【取組概要】

在宅療養調整医師とともに、①多職種への医療的な助言、②医療
資源等の把握、③市民啓発、④退院調整支援等を行うため、川崎
市看護協会に看護職のコーディネーターを配置し、取組を推進。

（１）多職種への医療的な助言
区役所、地域包括支援センター、介護支援専門員等からの医療的な相談に対
する助言や、訪問看護ステーションの育成、助言
（２）医療資源等の把握

区ごとの多職種連携等の取組の情報収集や、在宅医療資源ガイドブック等によ
る医療・介護従事者からの相談対応

（３）市民啓発
市民啓発WGの企画・会議運営、在宅医療情
報誌の作成、出前講座の実施
（４）退院調整支援等

在宅療養連携ノート等を活用した事例収集・
分析、多職種連携に向けたルールづくり、あん
しん見守り一時入院等事業の利用調整 等

（「在宅医療サポートセンター」による出前講座）



３ 在宅医療推進に向けた市民への啓発
（１）リーフレット「在宅医療Q＆A」の配布
在宅医や、区役所地域みまもり支援センター、地域包括支援センター等の相談機
関において、在宅医療についてリーフレットを配布し、市民への周知を図る。

（２）出前講座の実施
地域単位での在宅医療・ケアの理解の浸透を図り、在宅療養という１つの選択肢に
ついて、家族や周りの人と話し合う機会の創出に向けたきっかけづくりを行う。

（３）市民シンポジウムの開催
在宅医療や終末期をテーマとしたシンポジウム（基調講演と市内医療・介護関係者
等によるパネルディスカッション）を開催し、関心を持っている市民の理解を深め、人
生の最期をどのように迎えるかを考えるきっかけにつなげる。
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第５回（平成３０年１１月１８日）

（株）ケアーズ白十字訪問看護ス
テーション統括所長
秋山 正子先生による基調講演



在宅医療における市民啓発の取組の考え方

Ⅰ 幅広い情報提供

Ⅱ 小地域での理解
の浸透

Ⅲ 対話の機会の創出

Ⅳ セルフ・ケアの意
識を育み、地域を考
えるきっかけに

・シンポジウム開催
・リーフレット配布 等

・出前講座 等
・地域のサロン、コミュ
ニティ・カフェ、健康講
座等での対話

・地域の活動紹介等
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医療や介護が必要となっても、本人や家族の状況に応じて、生活の場を選択で
きるように、在宅医療・ケアについても、市民の選択肢の１つとできるような理解の
浸透を図っていく。 ○情報誌の作成



４ 区を単位とした在宅医療推進に向けた取組

【事業の概要】

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によ
る主体的な取組を推進する（平成26年度～）。
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「地区在宅療養推進協議会の取組」

（川崎区） （中原区）

（幸区） （多摩区）

（麻生区）（高津区）

（宮前区）



４ 平成３０年度の各区における取組計画・状況（平成31年4月1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、
医療・介護従事者の相互の業務理解を深めるとともに、在宅医療に関するフォー
ラムの開催や地域交流イベント等に参加する。

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
の開催するとともに、在宅医療の普及に向けて、市民公開講座を開催する（1/26）。

３ 中原区
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を図るため、多職種による協議会を開催するとともに、多
職種による勉強会や、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。

４ 高津区
②多職種連携
③市民啓発

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、みやまえの会（多職種）を開催し医療介護福祉の連携構築を行うとともに、
在宅医療の啓発活動を行う。

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。多職種連携を目的とした多職種研修会、「チーム・た
ま公開講座」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

区内の在宅医療を行っている診療所間の情報交換の場を設けるとともに、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。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。



疾病を伴っても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続け
られるように、地域における医療・看護・介護が連携した、包括的かつ継続的な在
宅医療・ケアの提供をめざす。

川崎市における在宅医療・ケアシステムのイメージ

患者（利用者）

医療・介護の
一体的なサービス提供

地域包括支援センター ケアマネジャー

ヘルパー
薬剤師

歯科医師

在宅医

訪問看護師

個別ケースの検討・
多職種による対話の場

川崎市在宅療養推進協議会
（多職種連携のルール形成）

急性増悪時等

病院

病診連携

診診連携

区在宅療養調整医師

市健康福祉局地域包括ケア推進室

在宅医療サポートセンター

・医療的助言 ・医療資源等の把握
・退院調整支援 等

区
地
域
み
ま
も
り
支
援
セ
ン
タ
ー

（

福
祉
事
務
所
・保
健
所
支
所

）
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