
都道府県医師会による在宅医療推進の取り組み（一覧）

2022年7月現在

医師会名 該当（ホームページ）名 URL 備考

1 北海道医師会 （北海道在宅医療推進支援センター） http://www.hokkaido.med.or.jp/ ※北海道医師会のホームページ

2 青森県医師会 在宅医療・かかりつけ医
http://www.aoshi.aomori.med.or.jp/page
s/zaitaku_iryo.html

3 岩手県医師会 岩手県医師会在宅医療支援センター http://iwate.med.or.jp/index.html ※岩手県医師会のホームページ

4 宮城県医師会 　― http://www.miyagi.med.or.jp/ ※宮城県医師会のホームページ

5 秋田県医師会 秋田市在宅医療・介護連携センター
http://www.acma.or.jp/renkei/index.cf
m

6 山形県医師会 在宅医療･介護連携室｢ポピー｣
http://www.yamagatashi-
ishikai.or.jp/zaitaku/

7 福島県医師会
福島県在宅医療・介護連携支援セン
ター

https://iryoukaigo.fukushima.med.or.jp/

8 茨城県医師会 地域ケア推進センター https://ibaraki-jigyo.jp/care/

9 栃木県医師会 在宅医療
http://www.tochigi-
med.or.jp/residents/homecare/

10 群馬県医師会 在宅医療
https://www.gunma.med.or.jp/Citizen/h
omecare/

11 埼玉県医師会
在宅医療・介護等について
在宅医療塾

https://www.saitama.med.or.jp/doctor_
36.html
https://www.saitama.med.or.jp/doctor_

12 千葉県医師会 　― http://chiba.med.or.jp/ ※千葉県医師会のホームページ

13 東京都医師会 在宅療養
https://www.tokyo.med.or.jp/citizen/ho
mecare

14 神奈川県医師会
在宅医療トレーニングセンター
神奈川県地域在宅医療ICTシステム
構築モデル事業

http://zaitaku-toresen.jp/index.html
https://kanagawa-med.or.jp/ict/

15 新潟県医師会 新潟県在宅医療推進センター http://www.niigata.med.or.jp/zaitaku/

16 富山県医師会 富山県在宅医療支援センター http://www.zaitaku-toyama.jp/

17 石川県医師会 　― https://www.ishikawa.med.or.jp/ ※石川県医師会のホームページ

18 福井県医師会 福井県在宅医療サポートセンター
https://www.fukui.med.or.jp/fzaitaku/in
dex.html

19 山梨県医師会 　― http://www.yamanashi.med.or.jp/ ※山梨県医師会のホームページ

20 長野県医師会 在宅医療
https://www.nagano.med.or.jp/doctor/h
omecare/

21 岐阜県医師会 岐阜県医師会在宅医療関連事業
https://www.gifu.med.or.jp/doctor/atho
me/

22 静岡県医師会 在宅医療・介護連携について
https://www.shizuoka.med.or.jp/doctor
/d008

23 愛知県医師会 在宅医療・介護・認知症関連
https://www.aichi.med.or.jp/rd/homeca
re/

24 三重県医師会 　― https://mie.med.or.jp/ ※三重県医師会のホームページ

25 滋賀県医師会 　― https://shiga.med.or.jp/kenmin.html ※滋賀県医師会のホームページ
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医師会名 該当（ホームページ）名 URL 備考

26 京都府医師会
在宅医療・地域包括ケアサポートセン
ター

https://kyoto-zaitaku-med.or.jp/

27 大阪府医師会 在宅医療
https://www.osaka.med.or.jp/doctor/ho
mecare.html

28 兵庫県医師会 兵庫県在宅医療・介護支援センター http://hyogo-zaitaku-kaigo.com/

29 奈良県医師会
奈良市在宅医療・介護連携支援セン
ター

http://www2.mahoroba.ne.jp/~nara-
city-med/zaitaku/index.html

30 和歌山県医師会 　― http://wakayama.med.or.jp/ ※和歌山県医師会のホームページ

31 鳥取県医師会 　― https://www.tottori.med.or.jp/ ※鳥取県医師会のホームページ

32 島根県医師会 （在宅医療介護連携推進事業） https://www.shimane.med.or.jp/ ※島根県医師会のホームページ

33 岡山県医師会 　―
https://www.okayama.med.or.jp/index.p
hp

※岡山県医師会のホームページ

34 広島県医師会 　― http://www.hiroshima.med.or.jp/ ※広島県医師会のホームページ

35 山口県医師会 　― http://www.yamaguchi.med.or.jp/ ※山口県医師会のホームページ

36 徳島県医師会 　― https://www.tokushima.med.or.jp/ ※徳島県医師会のホームページ

37 香川県医師会 　― https://www.kagawa.med.or.jp/ ※香川県医師会のホームページ

38 愛媛県医師会 　― https://www.ehime.med.or.jp/index.html ※愛媛県医師会のホームページ

39 高知県医師会 　― https://www.kochi.med.or.jp/ ※高知県医師会のホームページ

40 福岡県医師会 　― https://www.fukuoka.med.or.jp/ ※福岡県医師会のホームページ

41 佐賀県医師会 　― https://www.saga.med.or.jp/ ※佐賀県医師会のホームページ

42 長崎県医師会 　―
http://www.nagasaki.med.or.jp/zaitaku/
index2.htm

※長崎県医師会のホームページ

43 熊本県医師会 熊本県在宅医療サポートセンター
http://www.kumamoto.med.or.jp/zaitak
u/index.html

44 大分県医師会 　― http://www.oita.med.or.jp/ ※大分崎県医師会のホームページ

45 宮崎県医師会 　― https://www.miyazaki.med.or.jp/ ※宮崎県医師会のホームページ

46 鹿児島県医師会 在宅医療推進事業
http://k-zaitaku.organic-
design.jp/index.html

47 沖縄県医師会 　―
http://www.transplanet.okinawa.med.or.
jp/index.html

※沖縄県医師会のホームページ

※ 在宅医療推進に関連するホームページがない見当たらない場合は、都道府県医師会のホームページのURLを掲載しています。

上記以外に在宅医療推進に関連する事業を行っている場合などは、当財団事務局までご連絡ください。

各事業の詳細については、各都道府県医師会にお問い合わせください。
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