
柏市の在宅医療の取組みについて

柏市保健福祉部地域医療推進室
室長 稲荷田 修一
専門監 吉 田 みどり

厚生労働省委託事業 在宅医療・介護連携推進支援事業
「在宅医療・介護連携推進事業 プラン作成強化セミナー」



人口：４１５，３００人
世帯：１７６，９７５世帯
内，高齢者人口：

１００，７４３人
高齢化率：２４．５％

（平成28年４月１日現在）

はじめに～柏市について～
柏市は，東京都心から約３０kmにあり，高度経済成長を機

に人口が増加し発展したまち

ＪＲ柏駅から
上野駅まで約２９分
東京駅まで約３２分
（上野東京ライン）

つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅から
秋葉原駅まで約３０分
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柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会 変更協定の締結

平成22年５月から５ヵ年
１ 在宅医療の推進
２ 在宅医療を担う医療・介護職の育成
３ 生きがい就労・生きがい支援
４ 生涯学習
５ 高齢者等の住宅
６ 移動手段
７ その他，必要と認める事項

当初協定の主な連携事項

１ 在宅医療の推進
２ 在宅医療を担う医療・介護職の育成
３ 生きがい就労・生きがい支援
４ 生涯学習
５ 高齢者等の住宅
６ 移動手段
７ 生活支援サービス
８ 健康づくり・介護予防
９ その他，必要と認める事項

平成27年５月から３ヵ年

変更後の主な連携事項

１．在宅医療・介護連携に取組んだ背景ときっかけ(1)
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●長寿化の進展による慢性疾患患者の増加
「病院完結型」から，在宅生活を支える「地域完結型」の医療・介護サービスが必要

●終末期の療養場所
現在，病院が８割だが，市民の希望は「自宅」が多い（実態と希望の乖離）

在宅医療推進の必要性

 診療所は外来対応で忙しく、専門領域外の医療や24時間対応に不安があるので…
⇒ 在宅医師が少ない

 在宅医療は医療職・介護職によるチームケアが必要だが…
⇒ 連携ができているのは一部

 在宅医療のＰＲをしていないため…
⇒ 病院に入院するしかないと思っている市民が多い

しかし（プロジェクト開始当初の課題）

そこで（柏市が考えたプロジェクトの推進方針）
市と医師会が理念を共有し、多職種を巻き込みながら在宅医師等の増加、連
携づくり、市民啓発を行おう！

１．在宅医療・介護連携に取組んだ背景ときっかけ(2)
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５年前の課題認識 目指したもの ５つの取り組み

 24時間365日対応への負
担感や，専門領域外への
診療への不安感から，在
宅診療を行う医師が少ない

 医療職・介護職それぞれが
サービスを提供しているため，
連携に乏しい

 患者・家族は，入院以外
に「在宅医療」という選択肢
があることを知らない場合が
多い。

 在宅医療が必要な患者を
一部の医師により「点」で支
えるのではなく，市域全体
をカバーすることによって「面」
への広がりを持たせる

 医療職・介護職等の「多職
種が連携」することにより，
安心で質の高いチームケア
を提供できる体制を構築

 市民に「在宅医療の必要
性・重要性」を理解してもら
う

1.在宅医療に対する負担を軽
減するバックアップシステムの構
築

2.在宅医療を行う医師等の増
加及び多職種連携の推進

3.情報共有システムの構築

4.市民への啓発，相談・支援

5.上記を実現する中核拠点
（地域医療拠点）の設置

在宅医療 在宅医療を推進するために取り組んできたこと 【phase1】
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２．在宅医療・介護連携の課題抽出と目標設定(1)



【主な成果】
○ 在宅医療多職種連携研修(H23.5～ 通算7回） 355人（医師54人）
〇 顔の見える関係会議 （H24.6～ 通算16回） 3,131人（H27年度）
○ 在宅療養支援診療所 14箇所（H22年4月）→ 32箇所（H28年4月）
○ 訪問看護ステーション 11箇所（H23年12月） → 25箇所（H27年12月）
〇 柏市の在宅診療所による年間自宅看取り 47件（H22年度）→ 189件（H26年度）
〇 多職種連携・情報共有システムID発行（H28年3月末） 808人

（263事業所・診療所）

１ 在宅医療に対する負担を軽減するバックアップシステムの構築
① かかりつけ医のグループ形成によるバックアップ（主治医・副主治医制）
② 急性増悪時等における病院のバックアップ体制の確保

２ 在宅医療を行う医師等の増加及び多職種連携の推進
① 在宅医療多職種連携研修の実施
② 訪問看護の充実強化
③ 医療職と介護職との連携強化

３ 情報共有（多職種連携ＩＣＴ）システムの構築
４ 市民への啓発，相談・支援
５ 上記を実現する中核拠点（柏地域医療連携センター）の設置・運営

主な取り組みと成果在宅医療

２．在宅医療・介護連携の課題抽出と目標設定(2)
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医療ＷＧ（H22.5～H24.3 ２０回）
医師会を中心に構成し，主治医・副主治

医制度や病院との関係を議論
現在は，医師会「在宅プライマリケア委

員会」で毎月議論

連携ＷＧ（H22.7～H26.3 ２８回）
医師会，歯科医師会，薬剤師会，病院関係

者，看護師，ケアマネジャー，地域包括支援セ
ンター等の代表者等で構成し，多職連携のルー
ルを議論し，決定

１０病院地域連携会議
（H24.2～ １２回（継続中）
救急告示医療機関とがんセンターの院長，Ｍ

ＳＷで構成し，在宅医療のバックアップや退院
調整について議論

試行ＷＧ（H23.11～H26.1 １０回）
多職種で構成し，多職種連携ルールにつ

いて，具体的症例に基づく試行と検証を実
施 ※評価チームを設置

顔の見える関係会議（H24.6～18回（継続中）） ⇒ 延べ３，４７７名が参加
柏市の医療・介護関係者が一堂に会し，顔の見える関係を構築

医療職と介護職の連携強化 連携課題を議論し，顔の見える関係をつくる
５つの会議

３．在宅医療・介護連携の対応策の展開
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○事業項目 ○柏市の主な取組み

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（キ）地域住民への普及啓発

（イ）在宅医療･介護連携の課題の抽出と対
応策の検討

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援

（エ）在宅医療・介護関係者の情報共有の支
援

（カ）医療・介護関係者の研修

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護提供体制
の構築推進

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区
町村の連携

・在宅医療マップを市HPで公表

・在宅医療・介護多職種連携協議会の設置
・地域ケア会議への医療職助言者派遣調整

・地域医療連携Cで相談及び多職種コーディネー
トの実施

・ＩＣＴを活用した情報共有システムの運用

・在宅医療多職種連携研修会の開催
・顔の見える関係会議の開催

・主治医-副主治医制の構築
・病院のバックアップ体制の構築
・訪問看護ステーション基盤強化

・各地区社協単位での在宅医療勉強会開催

・二次医療圏域在宅・医療介護連携推進事業
担当者意見交換会等

※厚生労働省資料を改変 7

４．取組んだ内容をア～クで整理してみると･･･



○ 在宅療養支援診療所数 ○ 在宅医療研修修了者数 (通算７回）

○ 訪問看護ステーション数 ○ 多職種連携ICTシステムID発行数
(H28年3月末)
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１4箇所（H22年4月）→３2箇所（H28年4月）

11箇所（H23年12月）→2５箇所（H27年12月）

355人（うち，医師54人）

・808人（年間119人増）
・263事業所
（年間49箇所増）
・通算利用症例数 199人
（年間59人増）
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柏市における訪問看護ステーション数の推移
※みなし含・サテライト除

出典：毎年12月発行柏市ハートページ

５．在宅医療・介護連携の成果、今後の取組等（１）
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・自宅看取りによる死亡者数は
5年間で2.3倍に増加。

・うち，柏市の医療機関による
自宅看取り件数も年々増加。
当初5割弱だったが，2014
年度では，8割強を市内医療
機関が対応している。

・柏市の医療機関による自宅が
ん看取りは、5年で15件から
113件へと伸びた

自宅看取り件数の推移（医療機関の立地別、死因内訳あり）

47

77

101

164
189

100 152 151 203 229

(株）メディヴァによる人口動態統
計・死亡小票分析調査より

５．在宅医療・介護連携の成果、今後の取組等（２）
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グラフ置き場

		

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				千葉県		2,826		3,104		3,029		3,093		3,198

				東京都		59		60		66		58		62

				茨城県		29		21		18		27		20

				埼玉県		16		19		9		17		23

				その他の都道府県		37		48		34		32		34

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				柏市		2,701		2,956		2,872		2,947		3,029

				松戸市		17		19		32		29		36

				流山市		29		37		54		47		60

				我孫子市		37		46		27		36		29

				野田市		6		4		6		9		11

				その他の千葉県内自治体		36		42		38		25		33

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		109		116		98		99		101

				診療所				2		1				1

				自宅		11		8		9		14		14

				老人ホーム		2		5		5		8		12

				介護老人保健施設		2		2		5		1		2

				その他		17		15		9		12		9

				総計		141		148		127		134		139

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		77.3%		78.4%		77.2%		73.9%		72.7%

				診療所		0.0%		1.4%		0.8%		0.0%		0.7%

				自宅		7.8%		5.4%		7.1%		10.4%		10.1%

				老人ホーム		1.4%		3.4%		3.9%		6.0%		8.6%

				介護老人保健施設		1.4%		1.4%		3.9%		0.7%		1.4%

				その他		12.1%		10.1%		7.1%		9.0%		6.5%

				総計		1		148		127		134		139

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		2,180		2,338		2,284		2,258		2,282

				診療所		15		22		12		22		13

				自宅		365		430		403		449		499

				老人ホーム ロウジン		57		62		88		102		128

				介護老人保健施設		15		29		42		59		47

				その他		69		75		43		57		60

				0		2701		2956		2872		2947		3029

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		80.7%		79.1%		79.5%		76.6%		75.3%

				診療所		0.6%		0.7%		0.4%		0.7%		0.4%

				自宅		13.5%		14.5%		14.0%		15.2%		16.5%

				老人ホーム		2.1%		2.1%		3.1%		3.5%		4.2%

				介護老人保健施設		0.6%		1.0%		1.5%		2.0%		1.6%

				その他		2.6%		2.5%		1.5%		1.9%		2.0%

				総計		1		1		1		1		1

				2010		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		2,071		50		3		56		2,180

				診療所		15								15

				自宅		100		10		205		50		365

				老人ホーム		53		2		3				57

				介護老人保健施設		15								15

				その他		13		4		6		46		69

				2010		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		95.0%		2.3%		0.1%		2.6%

				診療所		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				自宅		27.4%		2.7%		56.2%		13.7%

				老人ホーム		93.0%		3.5%		5.3%		0.0%

				介護老人保健施設		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				その他		18.8%		5.8%		8.7%		66.7%

				2011		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		2,202		74		6		56		2,338

				診療所		22								22

				自宅		152		7		223		48		430

				老人ホーム		60		1		1				62

				介護老人保健施設		29								29

				その他		15		5		13		42		75

				2011		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		94.2%		3.2%		0.3%		2.4%		100.0%

				診療所		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				自宅		35.3%		1.6%		51.9%		11.2%		100.0%

				老人ホーム		96.8%		1.6%		1.6%		0.0%		100.0%

				介護老人保健施設		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				その他		20.0%		6.7%		17.3%		56.0%		100.0%

				2012		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		2,131		72		1		80		2,284

				診療所		12								12

				自宅		151		13		189		50		403

				老人ホーム		83		1		4				88

				介護老人保健施設		41		1						42

				その他		15		2		4		22		43

				2012		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		93.3%		3.2%		0.0%		3.5%		100.0%

				診療所		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				自宅		37.5%		3.2%		46.9%		12.4%		100.0%

				老人ホーム		94.3%		1.1%		4.5%		0.0%		100.0%

				介護老人保健施設		97.6%		2.4%		0.0%		0.0%		100.0%

				その他		34.9%		4.7%		9.3%		51.2%		100.0%

				2013		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		2,095		88		1		74		2,258

				診療所		22								22

				自宅		203		10		183		53		449

				老人ホーム		99				2		1		102

				介護老人保健施設		59								59

				その他		25		3		7		22		57

				2013		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		92.8%		3.9%		0.0%		3.3%		100.0%

				診療所		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				自宅		45.2%		2.2%		40.8%		11.8%		100.0%

				老人ホーム		97.1%		0.0%		2.0%		1.0%		100.0%

				介護老人保健施設		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				その他		43.9%		5.3%		12.3%		38.6%		100.0%

				2014		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		2,173		45				64		2,282

				診療所		13								13

				自宅		229		55		174		41		499

				老人ホーム		126				2				128

				介護老人保健施設		46				1				47

				その他		24		2		7		27		60

				2014		死亡診断書発行		死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		死体検案書発行（病死・自然死以外）		総計

				病院		95.2%		2.0%		0.0%		2.8%		100.0%

				診療所		100.0%		0.0%		0.0%		0.0%		100.0%

				自宅		45.9%		11.0%		34.9%		8.2%		100.0%

				老人ホーム		98.4%		0.0%		1.6%		0.0%		100.0%

				介護老人保健施設		97.9%		0.0%		2.1%		0.0%		100.0%

				その他		40.0%		3.3%		11.7%		45.0%		100.0%

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		総計

				死亡診断書発行		100		152		151		203		229		847

				死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		10		7		13		10		55		83

				死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		205		223		189		183		174		974

				死体検案書発行（病死・自然死以外）		50		48		50		53		41		242

				総計		365		430		403		449		499		2146

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				死亡診断書発行		27.4%		35.3%		37.5%		45.2%		45.9%

				死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）		2.7%		1.6%		3.2%		2.2%		11.0%

				死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）		56.2%		51.9%		46.9%		40.8%		34.9%

				死体検案書発行（病死・自然死以外）		13.7%		11.2%		12.4%		11.8%		8.2%

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		2,071		2,202		2,131		2,095		2,173

				診療所		15		22		12		22		13

				自宅		100		152		151		203		229

				老人ホーム ロウジン		52		60		83		99		126

				介護老人保健施設		15		29		41		59		46

				その他		13		15		15		25		24

						2266		2480		2433		2503		2623

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		91.4%		88.8%		87.6%		83.7%		82.8%

				診療所		0.7%		0.9%		0.5%		0.9%		0.5%

				自宅		4.4%		6.1%		6.2%		8.1%		8.7%

				老人ホーム ロウジン		2.3%		2.4%		3.4%		4.0%		4.8%

				介護老人保健施設		0.7%		1.2%		1.7%		2.4%		1.8%

				その他		0.6%		0.6%		0.6%		1.0%		0.9%

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		2,071		2,202		2,131		2,095		2,173

				診療所		15		22		12		22		13

				自宅		100		152		151		203		229

				老人ホーム（特養）		22		27		35		44		52

				老人ホーム（特養以外） トクヨウイガイ		30		33		48		55		74

				介護老人保健施設		15		29		41		59		46

				その他		13		15		15		25		24

						2266		2480		2433		2503		2623

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				病院		91.4%		88.8%		87.6%		83.7%		82.8%

				診療所		0.7%		0.9%		0.5%		0.9%		0.5%

				自宅		4.4%		6.1%		6.2%		8.1%		8.7%

				老人ホーム		1.0%		1.1%		1.4%		1.8%		2.0%

				介護老人保健施設		1.3%		1.3%		2.0%		2.2%		2.8%

				その他		0.7%		1.2%		1.7%		2.4%		1.8%

		医療機関 イリョウキカン

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				悪性新生物		707		742		674		698		652

				心疾患		267		257		280		258		385

				脳血管疾患		141		180		146		152		82

				肺炎		412		467		444		454		456

				その他の呼吸器疾患 タ		69		70		76		65		114

				肝疾患		47		44		30		50		46

				腎疾患		76		59		43		49		54

				老衰（認知症を含む）		154		154		169		188		108

				その他の死因		213		251		281		203		289

				総計		2,086		2,224		2,143		2,117		2,186

				行ラベル		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				悪性新生物		33.9%		33.4%		31.5%		33.0%		29.8%

				心疾患		12.8%		11.6%		13.1%		12.2%		17.6%

				脳血管疾患		6.8%		8.1%		6.8%		7.2%		3.8%

				肺炎		19.8%		21.0%		20.7%		21.4%		20.9%

				呼吸器疾患（肺炎と5類を除く)		3.3%		3.1%		3.5%		3.1%		5.2%

				肝疾患		2.3%		2.0%		1.4%		2.4%		2.1%

				腎疾患		3.6%		2.7%		2.0%		2.3%		2.5%

				老衰（認知症を含む）		7.4%		6.9%		7.9%		8.9%		4.9%

				その他の死因		10.2%		11.3%		13.1%		9.6%		13.2%

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				柏市		1,573		1,668		1,621		1,627		1,607

				松戸市		156		174		153		170		174

				流山市		82		78		90		75		75

				我孫子市		45		56		73		66		109

				野田市		16		18		21		16		17

				鎌ヶ谷市		42		40		30		36		50

				その他の千葉県内自治体		57		45		42		27		37

				東京都		46		54		60		46		54

				茨城県		27		44		31		32		30

				埼玉県		23		30		12		12		19

				その他の都道府県（国外、不詳含） コクガイフショウフク		19		17		10		10		14

				総計		2,086		2,224		2,143		2,117		2,186

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				柏市		75.4%		75.0%		75.6%		76.9%		73.5%

				松戸市		7.5%		7.8%		7.1%		8.0%		8.0%

				流山市		3.9%		3.5%		4.2%		3.5%		3.4%

				我孫子市		2.2%		2.5%		3.4%		3.1%		5.0%

				野田市		0.8%		0.8%		1.0%		0.8%		0.8%

				鎌ヶ谷市		2.0%		1.8%		1.4%		1.7%		2.3%

				その他の千葉県内自治体		2.7%		2.0%		2.0%		1.3%		1.7%

				東京都		2.2%		2.4%		2.8%		2.2%		2.5%

				茨城県		1.3%		2.0%		1.4%		1.5%		1.4%

				埼玉県		1.1%		1.3%		0.6%		0.6%		0.9%

				その他の都道府県（国外、不詳含） コクガイフショウフク		0.9%		0.8%		0.5%		0.5%		0.6%

				がん		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		総計

				柏市		562		594		515		558		479		2,708

				松戸市		37		50		47		53		46		233

				流山市		20		14		15		16		17		82

				我孫子市		9		10		24		20		34		97

				野田市				3		4		3		3		13

				鎌ヶ谷市		12		8		9		8		19		56

				その他の千葉県内自治体		20		16		17		5		16		74

				東京都		26		31		32		21		26		136

				茨城県		8		8		6		7		7		36

				埼玉県		8		5		4		6		1		24

				その他の都道府県（国外、不詳含） コクガイフショウフク		5		3		1		1		4		14

						707		742		674		698		652		3,473

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				柏市		79.5%		80.1%		76.4%		79.9%		73.5%

				松戸市		5.2%		6.7%		7.0%		7.6%		7.1%

				流山市		2.8%		1.9%		2.2%		2.3%		2.6%

				我孫子市		1.3%		1.3%		3.6%		2.9%		5.2%

				野田市		0.0%		0.4%		0.6%		0.4%		0.5%

				鎌ヶ谷市		1.7%		1.1%		1.3%		1.1%		2.9%

				その他の千葉県内自治体		2.8%		2.2%		2.5%		0.7%		2.5%

				東京都		3.7%		4.2%		4.7%		3.0%		4.0%

				茨城県		1.1%		1.1%		0.9%		1.0%		1.1%

				埼玉県		1.1%		0.7%		0.6%		0.9%		0.2%

				その他の都道府県（国外、不詳含）		0.7%		0.4%		0.1%		0.1%		0.6%

				非がん ヒ		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		総計

				柏市		1,011		1,074		1,106		1,069		1,128		5,388

				松戸市		119		124		106		117		128		594

				流山市		62		64		75		59		58		318

				我孫子市		36		46		49		46		75		252

				野田市		16		15		17		13		14		75

				鎌ヶ谷市		30		32		21		28		31		142

				その他の千葉県内自治体		37		29		25		22		21		134

				東京都		20		23		28		25		28		124

				茨城県		19		36		25		25		23		128

				埼玉県		15		25		8		6		18		72

				その他の都道府県（国外、不詳含）		14		14		9		9		10		56

				総計		1,379		1,482		1,469		1,419		1,534		7,283

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				柏市		73.3%		72.5%		75.3%		75.3%		73.5%

				松戸市		8.6%		8.4%		7.2%		8.2%		8.3%

				流山市		4.5%		4.3%		5.1%		4.2%		3.8%

				我孫子市		2.6%		3.1%		3.3%		3.2%		4.9%

				野田市		1.2%		1.0%		1.2%		0.9%		0.9%

				鎌ヶ谷市		2.2%		2.2%		1.4%		2.0%		2.0%

				その他の千葉県内自治体		2.7%		2.0%		1.7%		1.6%		1.4%

				東京都		1.5%		1.6%		1.9%		1.8%		1.8%

				茨城県		1.4%		2.4%		1.7%		1.8%		1.5%

				埼玉県		1.1%		1.7%		0.5%		0.4%		1.2%

				その他の都道府県（国外、不詳含）		1.0%		0.9%		0.6%		0.6%		0.7%

		自宅 ジタク

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				悪性新生物		51		84		86		123		133

				心疾患		9		8		7		6		18

				脳血管疾患		3		6		3		1

				肺炎		17		11		11		13		14

				その他の呼吸器疾患 タ		4		8		4		6		13

				肝疾患		2				4		3		2

				腎疾患		1		1		6		6		5

				老衰（認知症を含む）		10		27		23		36		37

				その他の死因		3		7		7		9		7

				総計		100		152		151		203		229

						2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度

				悪性新生物		51.0%		55.3%		57.0%		60.6%		58.1%

				心疾患		9.0%		5.3%		4.6%		3.0%		7.9%

				脳血管疾患		3.0%		3.9%		2.0%		0.5%		0.0%

				肺炎		17.0%		7.2%		7.3%		6.4%		6.1%

				呼吸器疾患（肺炎と5類を除く)		4.0%		5.3%		2.6%		3.0%		5.7%

				肝疾患		2.0%		0.0%		2.6%		1.5%		0.9%

				腎疾患		1.0%		0.7%		4.0%		3.0%		2.2%

				老衰（認知症を含む）		10.0%		17.8%		15.2%		17.7%		16.2%

				その他の死因		3.0%		4.6%		4.6%		4.4%		3.1%

						2010年度								2011年度								2012年度								2013年度								2014年度

						柏市		松戸市		流山市		他の地域 タチイキ		柏市		松戸市		流山市		他の地域 タチイキ		柏市		松戸市		流山市		他の地域 タチイキ		柏市		松戸市		流山市		他の地域 タチイキ		柏市		松戸市		流山市		他の地域 タチイキ

				悪性新生物		15		16		16		4		31		34		17		2		60		9		15		2		98		12		11		2		113		10		8		2

				心疾患		8				1		0		6		1				1		6		1				0		3		3						17						1

				脳血管疾患		3						0		6						0		3						0				1

				肺炎		11		2		3		1		6		3		1		1		6		4		1		0		10		3						11		2		1

				その他の呼吸器疾患 タ		2		2				0		7				1		0				3		1		0		5		1						13

				肝疾患		1				1		0								0		3		1				0		2		1						1		1

				腎疾患		1						0		1						0		4		2				0		4		1		1				3		1		1

				老衰（認知症を含む）		5		4				1		20		5		2		0		14		6		2		1		34		1		1				28		6		1		2

				その他の死因		1				1		1				6				1		5		2				0		8				1				3		2		1		1

				総計		47		24		22		7		77		49		21		5		101		28		19		3		164		23		14		2		189		22		12		6





グラフ置き場

		



千葉県

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県



病院ピボ

		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

その他の千葉県内自治体



病院ランク

		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



死亡診断書発行

死体検案書発行（病死・自然死、非監察医による発行と推定）

死体検案書発行（病死・自然死、監察医による発行）

死体検案書発行（病死・自然死以外）



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム（特養）

老人ホーム（特養以外）

介護老人保健施設

その他



		



病院

診療所

自宅

老人ホーム

介護老人保健施設

その他



		



悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

その他の呼吸器疾患

肝疾患

腎疾患

老衰（認知症を含む）

その他の死因



		



悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

呼吸器疾患（肺炎と5類を除く)

肝疾患

腎疾患

老衰（認知症を含む）

その他の死因



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



柏市

松戸市

流山市

我孫子市

野田市

鎌ヶ谷市

その他の千葉県内自治体

東京都

茨城県

埼玉県

その他の都道府県（国外、不詳含）



		



悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

その他の呼吸器疾患

肝疾患

腎疾患

老衰（認知症を含む）

その他の死因



		



悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

呼吸器疾患（肺炎と5類を除く)

肝疾患

腎疾患

老衰（認知症を含む）

その他の死因



		



悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

その他の呼吸器疾患

肝疾患

腎疾患

老衰（認知症を含む）

その他の死因



		

				データの個数 / No.		列ラベル

						2010年度		2010年度		2010年度 集計		2011年度		2011年度		2011年度 集計		2012年度		2012年度		2012年度 集計		2013年度		2013年度		2013年度 集計		2014年度		2014年度		2014年度 集計

						がん		非がん		総数 ソウスウ		がん		非がん		総数 ソウスウ		がん		非がん		総数 ソウスウ		がん		非がん		総数 ソウスウ		がん		非がん		総数 ソウスウ

		①柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		74		279		353		63		300		363		55		298		353		65		257		322		60		255		315

		①柏市		東京慈恵会医科大学附属柏病院		115		103		218		99		125		224		76		134		210		82		142		224		68		194		262

		①柏市		柏厚生総合病院		48		119		167		70		128		198		54		108		162		51		111		162		46		131		177

		①柏市		柏市立柏病院		70		93		163		67		100		167		63		88		151		56		70		126		44		106		150

		①柏市		聖光ヶ丘病院																				29		97		126		34		113		147

		①柏市		国立がん研究センター東病院		108		10		118		114		10		124		101		14		115		130		12		142		102		4		106

		①柏市		千葉・柏たなか病院		17		92		109		23		68		91		18		103		121		18		97		115		12		93		105

		①柏市		おおたかの森病院		21		71		92		30		97		127		34		75		109		31		73		104		20		69		89

		①柏市		深町病院		38		21		59		47		19		66		43		31		74		39		42		81		41		36		77

		①柏市		辻仲病院柏の葉		29		13		42		35		23		58		28		24		52		22		18		40		29		19		48

		①柏市		岡田病院		17		32		49		15		32		47		16		29		45		13		30		43		10		19		29

		①柏市		北柏リハビリ総合病院		3		15		18		6		27		33		3		32		35		8		30		38		4		24		28

		①柏市		千葉・柏リハビリテーション病院				31		31		2		24		26		2		33		35		4		23		27		3		25		28

		①柏市		初石病院		2		16		18		3		14		17		1		21		22		2		19		21		1		21		22

		①柏市		上笹医院		2		4		6				5		5		1		2		3		1		5		6		1		11		12

		①柏市		柏南病院				7		7		1		5		6		1				1				4		4				5		5

		①柏市		独立行政法人国立がん研究センター								1				1														2				2

		①柏市		聖光ケ丘病院																				1		13		14				1		1

		①柏市		森永胃腸科外科		1		2		3		2		3		5		3				3										1		1

		①柏市		ケアホーム初石																										1				1

		①柏市		加藤医院																												1		1

		①柏市		深町医院																										1				1

		①柏市		柏光陽病院		17		96		113		16		92		108		16		111		127		6		23		29

		①柏市		手賀沼病院										1		1										1		1

		①柏市		聖光が丘病																						1		1

		①柏市		東葛クリニック柏																						1		1

		①柏市		セコメディック病院																1		1

		①柏市		大泉生協病院																1		1

		①柏市		大和田ファミリークリニック																1		1

		①柏市		サンシティ柏										1		1

		①柏市		さかき光陽				2		2

		①柏市		巻石堂病院				1		1

		①柏市		亀田総合病院				1		1

		①柏市		東松戸病院				1		1

		①柏市		柏フオレスト腎・泌尿器クリニック				1		1

		①柏市		北総栄病院				1		1

		②松戸市		千葉西総合病院		14		57		71		10		61		71		15		54		69		14		51		65		19		77		96

		②松戸市		松戸市立病院		7		19		26		16		18		34		13		11		24		11		8		19		11		17		28

		②松戸市		新松戸中央総合病院		1		6		7		1		4		5		2		6		8		7		8		15		5		6		11

		②松戸市		新東京病院		4		3		7		3		7		10		2		10		12		6		14		20				8		8

		②松戸市		松戸市立福祉医療センター東松戸病院		2		1		3		2		3		5		4		3		7		6		3		9		6		1		7

		②松戸市		山本病院		1		11		12		1		13		14		4		5		9				8		8				4		4

		②松戸市		常盤平中央病院				3		3		3		1		4		1		2		3				1		1		1		3		4

		②松戸市		いらはら診療所		4		4		8		5		3		8		1		1		2		1		9		10		1		2		3

		②松戸市		五香病院				3		3		1		3		4		1		4		5				1		1		1		2		3

		②松戸市		大倉記念病院		1				1										1		1				1		1				3		3

		②松戸市		東葛クリニック病院				6		6		4		3		7		1		4		5		1		7		8				2		2

		②松戸市		島村トータル・ケア・クリニック		1		1		2		2				2		2				2		7				7		2				2

		②松戸市		恩田第二病院										2		2				1		1				1		1				1		1

		②松戸市		三和病院																												1		1

		②松戸市		東京病院																												1		1

		②松戸市		小板橋病院										1		1				1		1				3		3

		②松戸市		新東京病院松飛台								1		1		2		1		1		2				1		1

		②松戸市		東葛クリニック松戸																						1		1

		②松戸市		旭神経内科リハビリテーション病院		2		2		4				2		2				1		1

		②松戸市		新東京クリニック																1		1

		②松戸市		東松戸病院				2		2				1		1

		②松戸市		あきやまの郷								1				1

		②松戸市		常盤平記念病院										1		1

		②松戸市		ブリスイン松戸				1		1

		③流山市		東葛病院		5		18		23		2		19		21		3		15		18		5		15		20		7		18		25

		③流山市		流山中央病院		10		19		29		8		18		26		2		22		24		6		18		24		4		17		21

		③流山市		千葉愛友会記念病院		1		6		7		3		9		12		2		8		10		2		10		12		4		5		9

		③流山市		柏の葉北総病院		2		6		8				12		12		5		10		15		3		7		10		1		7		8

		③流山市		江陽台病院		2		7		9				4		4		1		17		18				8		8				8		8

		③流山市		東京勤労者医療会				5		5		1		1		2		2		3		5				1		1		1		2		3

		③流山市		マザアス南柏										1		1																1		1

		③流山市		愛友会記念病院				1		1

		④我孫子市		名戸ヶ谷あびこ病院																4		4		4		18		22		5		34		39

		④我孫子市		我孫子東邦病院		3		8		11		2		8		10		6		12		18		3		5		8		7		18		25

		④我孫子市		我孫子聖仁会病院		2		11		13		3		11		14		17		10		27		11		9		20		13		9		22

		④我孫子市		我孫子つくし野病院		2		15		17		3		20		23				19		19				11		11		3		12		15

		④我孫子市		平和台病院		1		2		3		2		6		8				3		3		1		3		4		5		1		6

		④我孫子市		天王台消化器病院		1				1				1		1		1				1		1				1				1		1

		④我孫子市		東葛辻仲病院																1		1								1				1

		⑤野田市		小張総合病院				5		5		3		9		12		3		10		13		3		4		7		1		3		4

		⑤野田市		野田中央病院				1		1										1		1				1		1				4		4

		⑤野田市		キッコーマン総合病院				1		1																1		1		2				2

		⑤野田市		木野崎病院																						1		1				2		2

		⑤野田市		岡田病院（野田市）				1		1																						2		2

		⑤野田市		江戸川病院				4		4				3		3				2		2				5		5				1		1

		⑤野田市		野田病院														1		1		2										1		1

		⑤野田市		梅郷整形外科クリニック										2		2				1		1										1		1

		⑤野田市		野田中央クリニック																						1		1

		⑤野田市		東葛飾病院				3		3				1		1				2		2

		⑤野田市		門倉医院				1		1

		⑥鎌ヶ谷市		東邦鎌谷病院		4		8		12		1		11		12		3		7		10		3		13		16		9		13		22

		⑥鎌ヶ谷市		鎌ケ谷総合病院		5		9		14		7		11		18		5		5		10		3		8		11		6		7		13

		⑥鎌ヶ谷市		初富保健病院		3		8		11				6		6		1		4		5		2		1		3		2		6		8

		⑥鎌ヶ谷市		第２北総病院				1		1				2		2				1		1				3		3		2		1		3

		⑥鎌ヶ谷市		秋元病院				3		3				1		1				4		4				2		2				3		3

		⑥鎌ヶ谷市		初富保険病院				1		1				1		1										1		1				1		1

		⑦白井市		白井聖仁会病院		4		2		6		1		6		7		2		3		5		1		3		4		3		2		5

		⑦白井市		北総白井病院				4		4				2		2				1		1								1				1

		⑧印西市		日本医科大学付属千葉北総病院		1		3		4		1				1		7				7		1		2		3		1		1		2

		⑧印西市		西佐倉印西病院																1		1

		⑧印西市		千葉北総病院				1		1

		⑨千葉市		千葉大学医学部附属病院		1				1		2				2								1				1				1		1

		⑨千葉市		千葉東病院								1				1														1				1

		⑨千葉市		総泉病院				1		1																						1		1

		⑨千葉市		千葉医療センター																												1		1

		⑨千葉市		下総精神医療センター										2		2				2		2

		⑨千葉市		幸有会記念病院										2		2				2		2

		⑨千葉市		山王病院		1				1								1				1

		⑨千葉市		千葉県がんセンター														1				1

		⑨千葉市		千葉脳神経外科病院																1		1

		⑨千葉市		井上記念病院								1				1

		⑨千葉市		稲毛病院										1		1

		⑨千葉市		千葉県救急医療センター				2		2

		⑩その他の千葉県内自治体		化学療法研究所附属病院		1				1		2		2		4				2		2				2		2		2		1		3

		⑩その他の千葉県内自治体		成田赤十字病院		1				1										1		1				1		1		1		2		3

		⑩その他の千葉県内自治体		国立国際医療研究センター国府台病院				1		1										1		1		1		1		2		1		1		2

		⑩その他の千葉県内自治体		セコメディック病院								3				3										1		1		1		1		2

		⑩その他の千葉県内自治体		船橋市立医療センター		1		2		3										3		3		1		1		2		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		中沢病院				1		1										2		2				1		1		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		千葉徳洲会病院		1		1		2		2		1		3				1		1				1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		東京女子医科大学附属八千代医療センター				2		2																1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		浦安病院																						1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		下総病院		1				1										2		2										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		東京歯科大学市川総合病院		1				1		1				1		1				1										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		東邦大学医療センター佐倉病院		1		1		2																				1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		小池病院				1		1																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		島田台病院				1		1																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		いけだ病院																										1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		亀田総合病院																										1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		上総記念病院																												1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		森田医院																												1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		千葉光徳会中沢病院																												1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		エビハラ病院																						2		2

		⑩その他の千葉県内自治体		新八千代病院										1		1										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		栗源病院																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		習志野病院																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		大栄病院																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		南ケ丘病院																						1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		コミュニティクリニックみさき										1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		船橋二和病院		1				1								1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		大野中央病院				1		1								1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		下志津病院														1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		君津中央病院														1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		佐倉中央病院																1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		聖光会病院														1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		滝不動病院																1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		大日病院										2		2

		⑩その他の千葉県内自治体		セントマーガレット病院		2				2		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		船橋総合病院				1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		八千代病院				1		1				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		光清会大日病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		公立長生病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		国府台病院								1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		四街道さくら病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		小林循環器クリニック										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		千葉労災病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		船橋中央病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		南八街病院										1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		さんむ医療センター		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		みはま成田クリニック				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		一条会病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		鴨川市立国保病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		高名清養病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		佐原中央病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		佐倉厚生園				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		三芳病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		社会保険船橋中央病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		千葉県済生会習志野病院		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		千葉県循環器病センター				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		袖ケ浦さつき台病院		1				1

		⑩その他の千葉県内自治体		同和会千葉病院				1		1

		⑩その他の千葉県内自治体		八千代医療センター				1		1

		⑪東京都		順天堂大学医学部附属　順天堂医院		2		2		4		3				3				1		1		2		2		4		1		3		4

		⑪東京都		国立がん研究センター中央病院		1				1								1				1		3				3		4				4

		⑪東京都		虎の門病院				1		1		2		1		3		3		1		4				1		1		1		2		3

		⑪東京都		江戸川病院																										1		2		3

		⑪東京都		東京都立駒込病院				1		1										2		2		1				1		1		1		2

		⑪東京都		慶應義塾大学病院				1		1				1		1														2				2

		⑪東京都		嬉泉病院				1		1																						2		2

		⑪東京都		東都文京病院																										2				2

		⑪東京都		杏雲堂病院		1				1		2				2		2				2		3				3		1				1

		⑪東京都		日本医科大学付属病院		1				1		1		1		2		2				2		3				3				1		1

		⑪東京都		有明病院		1				1								2				2		1		1		2		1				1

		⑪東京都		昭和大学病院								1				1		1				1				1		1		1				1

		⑪東京都		聖路加国際病院		2		1		3		1				1								1				1		1				1

		⑪東京都		三井記念病院				1		1																1		1		1				1

		⑪東京都		足立十全病院																						1		1				1		1

		⑪東京都		武蔵野台病院																						1		1				1		1

		⑪東京都		東邦大学医療センター大橋病院								1				1		2				2								1				1

		⑪東京都		東京医科歯科大学医学部附属病院		1				1				1		1		1				1								1				1

		⑪東京都		井口病院																1		1										1		1

		⑪東京都		桜会病院																1		1										1		1

		⑪東京都		山川病院														1				1										1		1

		⑪東京都		東邦大学医療センター大森病院																1		1										1		1

		⑪東京都		内田病院																1		1										1		1

		⑪東京都		ＮＴＴ東日本関東病院		1				1		1				1														1				1

		⑪東京都		要町病院		1				1		1				1														1				1

		⑪東京都		永寿総合病院										1		1														1				1

		⑪東京都		西多摩病院										1		1																1		1

		⑪東京都		東部地域病院		2				2																				1				1

		⑪東京都		日本大学医学部附属板橋病院		1				1																						1		1

		⑪東京都		イムス葛飾ハートセンター																												1		1

		⑪東京都		愛誠病院																												1		1

		⑪東京都		災害医療センター																												1		1

		⑪東京都		榊原記念病院																												1		1

		⑪東京都		多摩南部地域病院																										1				1

		⑪東京都		鶴川記念病院																												1		1

		⑪東京都		南町田病院																												1		1

		⑪東京都		日本医科大学附属病院																										1				1

		⑪東京都		片山病院																												1		1

		⑪東京都		明理会中央総合病院																										1				1

		⑪東京都		緑風荘病院																												1		1

		⑪東京都		東京女子医科大学病院		1				1				1		1		2				2		1		1		2

		⑪東京都		東京大学医学部附属病院		2		1		3		1				1		2		4		6		1				1

		⑪東京都		帝京大学医学部附属病院		2		1		3										1		1				1		1

		⑪東京都		都立駒込病院														1				1		1				1

		⑪東京都		東京共済病院														1				1		1				1

		⑪東京都		東和病院																1		1				1		1

		⑪東京都		練馬総合病院																1		1				1		1

		⑪東京都		駿河台日本大学病院								1		1		2										1		1

		⑪東京都		東京医科大学病院								1		1		2										1		1

		⑪東京都		東京慈恵会医科大学附属第三病院								1				1										1		1

		⑪東京都		あきしま相互病院																				1				1

		⑪東京都		苑田第二病院																						1		1

		⑪東京都		葛飾厚生会東立病院																						1		1

		⑪東京都		亀有病院																						1		1

		⑪東京都		国分寺病院																						1		1

		⑪東京都		篠原病院																						1		1

		⑪東京都		信愛病院																				1				1

		⑪東京都		東京女子医科大学東医療センター																						1		1

		⑪東京都		東京大学医科学研究所附属病院																						1		1

		⑪東京都		八王子保健生活共同組合城山病院																						1		1

		⑪東京都		複十字病院																						1		1

		⑪東京都		北多摩病院																						1		1

		⑪東京都		北里研究所病院																				1				1

		⑪東京都		東京慈恵会医科大学附属病院		1				1		1				1		2				2

		⑪東京都		日本赤十字社医療センター								1				1		2				2

		⑪東京都		公立昭和病院																2		2

		⑪東京都		友愛病院														1		1		2

		⑪東京都		東京厚生年金病院								1				1		1				1

		⑪東京都		東京逓信病院								1				1				1		1

		⑪東京都		慶応義塾大学病院				1		1										1		1

		⑪東京都		ようせいクリニック														1				1

		⑪東京都		よみうりランド慶友病院																1		1

		⑪東京都		奥沢病院																1		1

		⑪東京都		小平記念東京日立病院														1				1

		⑪東京都		上板橋病院																1		1

		⑪東京都		大森赤十字病院																1		1

		⑪東京都		第一病院																1		1

		⑪東京都		第二洪誠病院																1		1

		⑪東京都		東京慈恵会医科大学葛飾医療センター																1		1

		⑪東京都		東京都教職員互助会　三楽病院														1				1

		⑪東京都		東京都済生会中央病院																1		1

		⑪東京都		梅田病院														1				1

		⑪東京都		八王子医療刑務所														1				1

		⑪東京都		三楽病院								1		2		3

		⑪東京都		青梅慶友病院								1		1		2

		⑪東京都		立正佼成会附属佼成病院								2				2

		⑪東京都		稲城市立病院										1		1

		⑪東京都		荏原病院								1				1

		⑪東京都		苑田第三病院										1		1

		⑪東京都		国立成育医療研究センター										1		1

		⑪東京都		黒田病院										1		1

		⑪東京都		自衛隊中央病院										1		1

		⑪東京都		社会保険中央総合病院								1				1

		⑪東京都		勝楽堂病院										1		1

		⑪東京都		都教職員互助会三楽病院								1				1

		⑪東京都		東京洪誠病院										1		1

		⑪東京都		東京都立広尾病院										1		1

		⑪東京都		東京臨海病院										1		1

		⑪東京都		日本医科大学付属多摩永山病院								1				1

		⑪東京都		日本赤十字社東京都支部大森赤十字										1		1

		⑪東京都		豊島病院								1				1

		⑪東京都		木村牧角病院										1		1

		⑪東京都		練馬病院								1				1

		⑪東京都		関川病院				1		1

		⑪東京都		佼成病院		1				1

		⑪東京都		江戸川病院高砂分院		1				1

		⑪東京都		国立国際医療研究センター病院		1				1

		⑪東京都		寺田病院		1				1

		⑪東京都		順天堂大学医学部附属　練馬病院				1		1

		⑪東京都		順天堂東京江東高齢者医療センター				1		1

		⑪東京都		城西病院				1		1

		⑪東京都		世田谷精神内科病院				1		1

		⑪東京都		千住桜木病院				1		1

		⑪東京都		多摩中央病院		1				1

		⑪東京都		滝山病院				1		1

		⑪東京都		東京医療センター				1		1

		⑪東京都		東京慈恵会医科大学附属青戸病院				1		1

		⑪東京都		武蔵野赤十字病院		1				1

		⑫茨城県		ＪＡとりで総合医療センター								1		7		8				5		5		2		6		8		2		6		8

		⑫茨城県		茎崎アオイ病院				4		4				4		4										1		1				4		4

		⑫茨城県		土浦協同病院														1				1				1		1				2		2

		⑫茨城県		東取手病院				4		4				2		2								1		2		3				1		1

		⑫茨城県		宗仁会病院		1				1		1		2		3		1		3		4		1		1		2		1				1

		⑫茨城県		筑波大学附属病院										2		2								1				1				1		1

		⑫茨城県		つくばセントラル病院		4				4		3		1		4				1		1								1				1

		⑫茨城県		東京医科大学茨城医療センター																1		1								1				1

		⑫茨城県		守谷慶友病院										2		2																1		1

		⑫茨城県		取手北相馬保健医療センター医師会医院								1				1																1		1

		⑫茨城県		豊後荘病院										1		1																1		1

		⑫茨城県		神立病院				1		1																						1		1

		⑫茨城県		茨城東病院																												1		1

		⑫茨城県		茅根病院																												1		1

		⑫茨城県		協和南病院																												1		1

		⑫茨城県		社会医療法人つくばセントラル病院																										1				1

		⑫茨城県		筑波記念病院																												1		1

		⑫茨城県		筑波大学付属病院																												1		1

		⑫茨城県		龍ケ崎済生会病院																										1				1

		⑫茨城県		牛久愛和総合病院								1				1				1		1		1		2		3

		⑫茨城県		牛尾病院										2		2										3		3

		⑫茨城県		筑波学園病院										2		2		2		3		5				2		2

		⑫茨城県		筑波病院																1		1				1		1

		⑫茨城県		つくば双愛病院				1		1				1		1										1		1

		⑫茨城県		大久保病院										1		1										1		1

		⑫茨城県		木根淵外科胃腸科病院										1		1										1		1

		⑫茨城県		社会医療法人若竹会　つくばセント																						1		1

		⑫茨城県		聖嶺会立川記念病院																						1		1

		⑫茨城県		総合守谷第一病院																						1		1

		⑫茨城県		龍ヶ崎済生会病院																				1				1

		⑫茨城県		山王台病院														1		1		2

		⑫茨城県		ハートフルふじしろ病院										1		1				1		1

		⑫茨城県		江戸崎病院										1		1				1		1

		⑫茨城県		西間木病院										1		1				1		1

		⑫茨城県		筑波胃腸病院		1				1								1				1

		⑫茨城県		ホスピタル坂東																1		1

		⑫茨城県		茨城県立中央病院・茨城県地域癌センター																1		1

		⑫茨城県		西真木病院																1		1

		⑫茨城県		相川内科病院																1		1

		⑫茨城県		柏田診療所																1		1

		⑫茨城県		美野里病院																1		1

		⑫茨城県		会田記念リハビリテーション病院										1		1

		⑫茨城県		古河赤十字病院								1				1

		⑫茨城県		山手医院										1		1

		⑫茨城県		小見玉市医療センター										1		1

		⑫茨城県		水海道さくら病院										1		1

		⑫茨城県		美浦中央病院										1		1

		⑫茨城県		取手協同病院				3		3

		⑫茨城県		水戸済生会総合病院		2				2

		⑫茨城県		いちはら病院				1		1

		⑫茨城県		かねしげ病院				1		1

		⑫茨城県		宮本病院				1		1

		⑫茨城県		上の原病院				1		1

		⑫茨城県		崇仁会病院				1		1

		⑫茨城県		筑波メディカルセンター病院				1		1

		⑬埼玉県		三愛会総合病院										1		1																2		2

		⑬埼玉県		東大宮総合病院																												2		2

		⑬埼玉県		獨協医科大学越谷病院										2		2								1				1				1		1

		⑬埼玉県		帯津三敬病院		2				2														1				1		1				1

		⑬埼玉県		埼玉回生病院				2		2				1		1				1		1										1		1

		⑬埼玉県		慶和病院																1		1										1		1

		⑬埼玉県		三芳野病院																1		1										1		1

		⑬埼玉県		みさと協立病院				2		2																						1		1

		⑬埼玉県		ヘリオス会病院																												1		1

		⑬埼玉県		伊奈中央病院																												1		1

		⑬埼玉県		医療法人　三和会　東鷲宮病院																												1		1

		⑬埼玉県		三愛病院																												1		1

		⑬埼玉県		自治医科大学附属さいたま医療セン																												1		1

		⑬埼玉県		新越谷病院																												1		1

		⑬埼玉県		西部総合病院																												1		1

		⑬埼玉県		入間川病院																												1		1

		⑬埼玉県		白岡中央総合病院																												1		1

		⑬埼玉県		みさと健和病院		2		1		3		2		1		3		1				1		2		2		4

		⑬埼玉県		三郷中央総合病院				1		1				1		1		1				1				1		1

		⑬埼玉県		埼玉医科大学国際医療センター				1		1										1		1		1				1

		⑬埼玉県		三浦病院								1				1								1				1

		⑬埼玉県		春日部中央総合病院				1		1																1		1

		⑬埼玉県		越谷市立病院																						1		1

		⑬埼玉県		春日部市立病院																						1		1

		⑬埼玉県		飯能靖和病院																2		2

		⑬埼玉県		越谷北病院																1		1

		⑬埼玉県		坂戸中央病院														1				1

		⑬埼玉県		寿康会病院														1				1

		⑬埼玉県		新所沢清和病院																1		1

		⑬埼玉県		春日部セントノア病院										3		3

		⑬埼玉県		越谷誠和病院										2		2

		⑬埼玉県		戸田中央総合病院										2		2

		⑬埼玉県		埼玉野村病院								1		1		2

		⑬埼玉県		草加市立病院				1		1				1		1

		⑬埼玉県		みくに病院										1		1

		⑬埼玉県		安行メディカルクリニック										1		1

		⑬埼玉県		久喜すずのき病院										1		1

		⑬埼玉県		栗橋病院								1				1

		⑬埼玉県		指扇外科病院										1		1

		⑬埼玉県		新しらおか病院										1		1

		⑬埼玉県		東川口病院										1		1

		⑬埼玉県		東武中央病院										1		1

		⑬埼玉県		八潮病院										1		1

		⑬埼玉県		蓮田よつば病院										1		1

		⑬埼玉県		蓮田病院										1		1

		⑬埼玉県		狭山神経内科病院				2		2

		⑬埼玉県		トワーム小江戸病院				1		1

		⑬埼玉県		愛和病院		1				1

		⑬埼玉県		圏央所沢病院				1		1

		⑬埼玉県		埼玉県立小児医療センター		1				1

		⑬埼玉県		三井病院				1		1

		⑬埼玉県		庄和中央病院		1				1

		⑬埼玉県		西埼玉中央病院		1				1

		⑬埼玉県		武里病院				1		1

		⑭その他の都道府県		九州大学病院				1		1																						1		1

		⑭その他の都道府県		医療法人　いぶきクリニック																												1		1

		⑭その他の都道府県		山形県立中央病院																										1				1

		⑭その他の都道府県		山内病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		小田原市立病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		昭和大学藤が丘病院																										1				1

		⑭その他の都道府県		湘南ホスピタル																												1		1

		⑭その他の都道府県		仙台オープン病院																										1				1

		⑭その他の都道府県		総合高津中央病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		総合病院　玉野市立玉野市民病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		長野赤十字病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		田中病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		富山県立中央病院																												1		1

		⑭その他の都道府県		サンタロザリア病院																										1				1

		⑭その他の都道府県		横浜市立市民病院				1		1				1		1										1		1

		⑭その他の都道府県		いわき湯本病院																						1		1

		⑭その他の都道府県		パシフィックホスピタル																						1		1

		⑭その他の都道府県		医療法人楽山会　三島病院																						1		1

		⑭その他の都道府県		玉穂ふれあい診療所																						1		1

		⑭その他の都道府県		公立富岡総合病院																						1		1

		⑭その他の都道府県		国立循環器病研究センター																						1		1

		⑭その他の都道府県		川崎幸病院																				1				1

		⑭その他の都道府県		南東北新生病院																						1		1

		⑭その他の都道府県		平塚市民病院																						1		1

		⑭その他の都道府県		かしま病院																1		1

		⑭その他の都道府県		ふれあい東戸塚ホスピタル																1		1

		⑭その他の都道府県		伊東市民病院																1		1

		⑭その他の都道府県		戸塚共立第１病院																1		1

		⑭その他の都道府県		滋賀医科大学医学部附属病院																1		1

		⑭その他の都道府県		西伊豆病院																1		1

		⑭その他の都道府県		大船中央病院																1		1

		⑭その他の都道府県		長津田厚生総合病院																1		1

		⑭その他の都道府県		冨士ヶ丘病院																1		1

		⑭その他の都道府県		豊田厚生病院														1				1

		⑭その他の都道府県		さくら総合病院										1		1

		⑭その他の都道府県		愛媛県立中央病院										1		1

		⑭その他の都道府県		医療法人　たかがわ　虹の橋クリニ								1				1

		⑭その他の都道府県		宇都宮第一病院										1		1

		⑭その他の都道府県		横浜悠愛クリニック										1		1

		⑭その他の都道府県		駒井病院										1		1

		⑭その他の都道府県		軽井沢病院										1		1

		⑭その他の都道府県		国際医療福祉大学熱海病院										1		1

		⑭その他の都道府県		札幌南青洲病院								1				1

		⑭その他の都道府県		新古賀病院										1		1

		⑭その他の都道府県		石巻赤十字病院								1				1

		⑭その他の都道府県		富士病院										1		1

		⑭その他の都道府県		舞鶴共済病院										1		1

		⑭その他の都道府県		陽光の園										1		1

		⑭その他の都道府県		六甲アイランド病院										1		1

		⑭その他の都道府県		スルタン　アブドゥル　ハリム病院										1		1

		⑭その他の都道府県		横浜病院		1				1

		⑭その他の都道府県		岩男病院		1				1

		⑭その他の都道府県		京都大学医学部附属病院				1		1

		⑭その他の都道府県		虎の門病院分院				1		1

		⑭その他の都道府県		公立相馬総合病院				1		1

		⑭その他の都道府県		小澤病院				1		1

		⑭その他の都道府県		松田病院		1				1

		⑭その他の都道府県		湘南鎌倉総合病院				1		1

		⑭その他の都道府県		湘南長寿園病院				1		1

		⑭その他の都道府県		秦野赤十字病院				1		1

		⑭その他の都道府県		聖マリアンナ医科大学病院				1		1

		⑭その他の都道府県		大和青洲病院				1		1

		⑭その他の都道府県		第２西山病院西山ナーシング				1		1

		⑭その他の都道府県		南東北福島病院		1				1

		⑭その他の都道府県		幡多けんみん病院				1		1

		⑭その他の都道府県		名古屋市立大学病院				1		1

		⑭その他の都道府県		淀川キリスト教病院		1				1
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				柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		74		279		353				柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		63		300		363				柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		55		298		353				柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		65		257		322				柏市		名戸ヶ谷病院 ナドガヤ		60		255		315

						東京慈恵会医科大学附属柏病院		115		103		218						東京慈恵会医科大学附属柏病院		99		125		224						東京慈恵会医科大学附属柏病院		76		134		210						東京慈恵会医科大学附属柏病院		82		142		224						東京慈恵会医科大学附属柏病院		68		194		262

						柏厚生総合病院		48		119		167						柏厚生総合病院		70		128		198						柏厚生総合病院		54		108		162						柏厚生総合病院		51		111		162						柏厚生総合病院		46		131		177

						柏市立柏病院		70		93		163						柏市立柏病院		67		100		167						柏市立柏病院		63		88		151						国立がん研究センター東病院		130		12		142						柏市立柏病院		44		106		150

						国立がん研究センター東病院		108		10		118						おおたかの森病院		30		97		127						柏光陽病院		16		111		127						柏市立柏病院		56		70		126						聖光ヶ丘病院		34		113		147

						柏光陽病院		17		96		113						国立がん研究センター東病院		114		10		124						千葉・柏たなか病院		18		103		121						聖光ヶ丘病院		29		97		126						国立がん研究センター東病院		102		4		106

						千葉・柏たなか病院		17		92		109						柏光陽病院		16		92		108						国立がん研究センター東病院		101		14		115						千葉・柏たなか病院		18		97		115						千葉・柏たなか病院		12		93		105

						おおたかの森病院		21		71		92						千葉・柏たなか病院		23		68		91						おおたかの森病院		34		75		109						おおたかの森病院		31		73		104						おおたかの森病院		20		69		89

						深町病院		38		21		59						深町病院		47		19		66						深町病院		43		31		74						深町病院		39		42		81						深町病院		41		36		77

						岡田病院		17		32		49						辻仲病院柏の葉		35		23		58						辻仲病院柏の葉		28		24		52						岡田病院		13		30		43						辻仲病院柏の葉		29		19		48

						辻仲病院柏の葉		29		13		42						岡田病院		15		32		47						岡田病院		16		29		45						辻仲病院柏の葉		22		18		40						岡田病院		10		19		29

						千葉・柏リハビリテーション病院				31		31						北柏リハビリ総合病院		6		27		33						北柏リハビリ総合病院		3		32		35						北柏リハビリ総合病院		8		30		38						北柏リハビリ総合病院		4		24		28

						初石病院		2		16		18						千葉・柏リハビリテーション病院		2		24		26						千葉・柏リハビリテーション病院		2		33		35						柏光陽病院		6		23		29						千葉・柏リハビリテーション病院		3		25		28

						北柏リハビリ総合病院		3		15		18						初石病院		3		14		17						初石病院		1		21		22						千葉・柏リハビリテーション病院		4		23		27						初石病院		1		21		22

						10件以下合算 ケンイカガッサン		3		20		23						10件以下合算 ケンイカガッサン		4		15		19						10件以下合算 ケンイカガッサン		5		5		10						初石病院		2		19		21						上笹医院		1		11		12

				松戸市		千葉西総合病院		14		57		71				松戸市		千葉西総合病院		10		61		71				松戸市		千葉西総合病院		15		54		69						聖光ケ丘病院		1		13		14						10件以下合算 ケンイカガッサン		4		8		12

						松戸市立病院		7		19		26						松戸市立病院		16		18		34						松戸市立病院		13		11		24						10件以下合算 ケンイカガッサン		1		12		13				松戸市		千葉西総合病院		19		77		96

						山本病院		1		11		12						山本病院		1		13		14						新東京病院		2		10		12				松戸市		千葉西総合病院		14		51		65						松戸市立病院		11		17		28

						10件以下合算 ケンイカガッサン		15		32		47						新東京病院		3		7		10						10件以下合算 ケンイカガッサン		17		31		48						新東京病院		6		14		20						新松戸中央総合病院		5		6		11

				流山市		流山中央病院		10		19		29						10件以下合算 ケンイカガッサン		20		25		45				流山市		流山中央病院		2		22		24						松戸市立病院		11		8		19						10件以下合算 ケンイカガッサン		11		28		39

						東葛病院		5		18		23				流山市		流山中央病院		8		18		26						東葛病院		3		15		18						新松戸中央総合病院		7		8		15				流山市		東葛病院		7		18		25

						10件以下合算 ケンイカガッサン		5		25		30						東葛病院		2		19		21						江陽台病院		1		17		18						いらはら診療所		1		9		10						流山中央病院		4		17		21

				我孫子市		我孫子つくし野病院		2		15		17						柏の葉北総病院				12		12						柏の葉北総病院		5		10		15						10件以下合算 ケンイカガッサン		14		27		41						10件以下合算 ケンイカガッサン		6		23		29

						我孫子聖仁会病院		2		11		13						千葉愛友会記念病院		3		9		12						千葉愛友会記念病院		2		8		10				流山市		流山中央病院		6		18		24				我孫子市		名戸ヶ谷あびこ病院		5		34		39

						我孫子東邦病院		3		8		11						10件以下合算 ケンイカガッサン		1		6		7						10件以下合算 ケンイカガッサン		2		3		5						東葛病院		5		15		20						我孫子東邦病院		7		18		25

						10件以下合算 ケンイカガッサン		2		2		4				我孫子市		我孫子つくし野病院		3		20		23				我孫子市		我孫子聖仁会病院		17		10		27						千葉愛友会記念病院		2		10		12						我孫子聖仁会病院		13		9		22

				野田市		10件以下合算 ケンイカガッサン				16		16						我孫子聖仁会病院		3		11		14						我孫子つくし野病院				19		19						柏の葉北総病院		3		7		10						我孫子つくし野病院		3		12		15

				鎌ヶ谷市		鎌ケ谷総合病院		5		9		14						我孫子東邦病院		2		8		10						我孫子東邦病院		6		12		18						10件以下合算 ケンイカガッサン				9		9						10件以下合算 ケンイカガッサン		6		2		8

						東邦鎌谷病院		4		8		12						10件以下合算 ケンイカガッサン		2		7		9						10件以下合算 ケンイカガッサン		1		8		9				我孫子市		名戸ヶ谷あびこ病院		4		18		22				野田市		10件以下合算 ケンイカガッサン		3		14		17

						初富保健病院		3		8		11				野田市		小張総合病院		3		9		12				野田市		小張総合病院		3		10		13						我孫子聖仁会病院		11		9		20				鎌ヶ谷市		東邦鎌谷病院		9		13		22

						10件以下合算 ケンイカガッサン				5		5						10件以下合算 ケンイカガッサン				5		5						10件以下合算 ケンイカガッサン		1		7		8						我孫子つくし野病院				11		11						鎌ケ谷総合病院		6		7		13

				その他の県内自治体		10件以下合算 ケンイカガッサン		20		37		57				鎌ヶ谷市		鎌ケ谷総合病院		7		11		18				鎌ヶ谷市		鎌ケ谷総合病院		5		5		10						10件以下合算 ケンイカガッサン		5		8		13						10件以下合算 ケンイカガッサン		4		11		15

				東京都		10件以下合算 ケンイカガッサン		26		20		46						東邦鎌谷病院		1		11		12						東邦鎌谷病院		3		7		10				野田市		10件以下合算 ケンイカガッサン		3		13		16				その他の県内自治体		10件以下合算 ケンイカガッサン		16		21		37

				その他の都道府県 タトドウフケン		10件以下合算 ケンイカガッサン		21		48		69						10件以下合算 ケンイカガッサン				10		10						10件以下合算 ケンイカガッサン		1		9		10				鎌ヶ谷市		東邦鎌谷病院		3		13		16				東京都		10件以下合算 ケンイカガッサン		26		28		54

																その他の県内自治体		10件以下合算 ケンイカガッサン		16		29		45				その他の県内自治体		10件以下合算 ケンイカガッサン		17		25		42						鎌ケ谷総合病院		3		8		11				その他の都道府県 タトドウフケン		10件以下合算 ケンイカガッサン		12		51		63

																東京都		10件以下合算 ケンイカガッサン		31		23		54				東京都		10件以下合算 ケンイカガッサン		32		28		60						10件以下合算 ケンイカガッサン		2		7		9

																その他の都道府県 タトドウフケン		10件以下合算 ケンイカガッサン		16		75		91				その他の都道府県 タトドウフケン		10件以下合算 ケンイカガッサン		11		42		53				その他の県内自治体		10件以下合算 ケンイカガッサン		5		22		27

																																								東京都		10件以下合算 ケンイカガッサン		21		25		46

																																								その他の都道府県 タトドウフケン		10件以下合算 ケンイカガッサン		14		40		54
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在宅患者訪問診療料の算定人数（人） a) 入院病床から在宅へ移行する患者数（人） b)

65歳以上人口割合（%） 75歳以上人口割合（%）
a) 東京大学による国民健康保険／後期高齢者医療レセプト実績に基づく推計（2012～2013年時点の性／年齢別給付算定率が保たれると仮定した場合）
b) 東京大学の委託に基づく株式会社メディヴァの調査結果より（2015／2020年値については、2025年値と2010年値の差から年数に応じ等分して算出）

2015年から2020年にかけて、600名強の在宅医療の需要増加（内訳：
訪問診療料対象者の増分約400名, 入院患者からの移行分約200名）が生
じる可能性がある。またこれ以外に、特別養護老人ホーム等の整備状況
も間接的に訪問診療ニーズに影響を与える可能性がある。

柏市における訪問
診療ニーズの推計

５．在宅医療・介護連携の成果、今後の取組等（３）
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事務局：柏市
委 員：柏市医師会（診療所，病院），柏歯科医師会，

柏市薬剤師会，柏市訪問看護ステーション連絡
会，柏市介護支援専門員協議会，地域包括支
援センター，柏市在宅リハビリテーション連絡会，
東葛北部在宅栄養士会，介護サービス事業者
協議会，柏市社会福祉協議会，柏市ふるさと協
議会連合会 ほか

柏市在宅医療・介護多職種連携協議会

・在宅医療・介護多職種連携ルールの作成
・在宅医療推進のための行政施策への反映 など

多職種連携・
情報共有
システム部会

研修部会 啓発・広報
部会

今後の取り組み(第2フェーズ)

・在宅療養支援診療所数
14ヶ所(H22年4月）→32ヶ所（H28年4月）
・訪問看護ステーション数
11ヶ所(H23年12月）→25ヶ所（H27年12月）
・在宅医療多職種連携研修 受講修了者数
355人（通算7回開催。うち医師の受講修了者54人）
・情報共有システムID発行数（H28年3月現在）
263事業所，808人，通算利用症例199件

主治医・副主治医制における病院と訪問看護との連携強化

訪問看護ステーション同士の連携によるネットワークの構築

（仮称）在宅医療計画の策定

多職種連携の質の向上

➡在宅医師と病院，訪問看護ステーションとの連携機能を強化す
る体制の構築について，医師会，訪看ST連絡会，行政等の関
係機関が協議できる場を設け検討

➡訪看STのグループ化・ネットワーク化等による基盤強化の視点で
支援

➡レセプトデータや将来推計を基に，在宅医療に関する目標値や
指標を設定。医療介護多職種と共有し，在宅医療の推進を図る

➡これまで培ってきた多職種連携をベースに，連携の質の向上を目
的として，患者家族の意思決定支援勉強会を開催。教育プログラ
ムを確立させる

情報共有シス
テムや多職種連
携ルールについ
て議論
必要に応じ個
別症例の検討

在宅医療多職
種連携研修，顔
の見える関係会
議等の計画と実
施
通年で在宅医
療・地域医療を
テーマとした研
修を企画運営

在宅医療を始
めとする地域医
療に関して，市
民に向けた普
及・啓発活動の
方向の検討
広報・啓発
ツールの作成と
実践

これまでの取り組みによる成果(第1フェーズ)

10病院地域連携会議

５．在宅医療・介護連携の成果、今後の取組等（４）
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