
都道府県による在宅医療推進の取り組み（一覧）

2022年7月現在

都道府県名 担当部署 該当（ホームページ）名 URL 備考

1 北海道
保健福祉部 地域医療推
進局 地域医療課

在宅医療 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/cis5/

2 青森県 健康福祉部 医療薬務課
〔医療連携体制の構築（在宅医療対
策）〕

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/files/h30
_iryokeikaku_2-1-11_kakuron.pdf

「青森県保健医療計画（平成30年4月）」より

3 岩手県
保健福祉部　医療政策室
医療政策担当

在宅医療
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/seido/zait
aku/index.html

4 宮城県
医療政策課 地域医療第
二班

在宅医療の取組について https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/zaitaku.html

5 秋田県
健康福祉部 医務薬事課
看護・地域医療班

在宅医療取組現況調査報告書 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/11150

6 山形県
村山総合支庁 保健福祉
環境部 保健企画課

在宅医療
https://www.pref.yamagata.jp/kenfuku/kenko/hokenjo/mur
ayamahokenjo/iryoujouhou/zaitakuiryou/index.html

7 福島県 地域医療課 〔在宅医療〕
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/library/300330-
7th-iryoukeikaku.pdf

「第七次福島県医療計画（平成30年3月）」
155～161ページより

8 茨城県
保健医療部 健康推進課
在宅医療

在宅医療
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/chiiki/za
itaku-r4.html

9 栃木県
医療政策課 在宅医療・介
護連携担当

在宅医療のご案内 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/zaitakuiryou_hp.html

10 群馬県
健康長寿社会づくり推進
課　医療・介護連携推進
係

健康長寿社会づくり推進課が掲載する
主なページ

https://www.pref.gunma.jp/07/bf0100003.html

11 埼玉県 保健医療部 医療整備課 在宅医療・地域医療
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/iryo/zaitaku/index.ht
ml

12 千葉県
健康福祉部 健康福祉政
策課 地域医療構想推進
室

在宅医療の推進
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/chiikiiryou/zaitakuiryo
u.html

13 東京都
福祉保健局 医療政策部
医療政策課

在宅療養
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoke
n/zaitakuryouyou/index.html

14 神奈川県
健康医療局 保健医療部
医療課

〔在宅医療〕
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/21870/05_dai4s
you.pdf

「第7次神奈川県保健医療計画（平成30年3
月）」115～124ページより

15 新潟県
福祉保健部 地域医療政
策課

〔５事業及び在宅医療等に係る医療連
携体制の構築等〕

https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/31201
1.pdf

「第7次新潟県保健医療計画（平成30年3
月）」65～66ページより
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16 富山県 厚生部 高齢福祉課 〔在宅医療の体制〕
https://www.pref.toyama.jp/documents/2430/01404323.pd
f

「第7次保健医療計画（平成30年3月）」179
～193ページより

17 石川県
健康福祉部 地域医療推
進室

〔在宅医療の推進〕
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/support/iryoukeikaku
/documents/5_10zaitaku.pdf

「第7次石川県保健医療計画（平成30年4
月）」210～229ページより

18 福井県
長寿福祉課 在宅ケア推
進グループ

福井県における在宅ケア体制づくり
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/gerontology-
zaitaku.html

19 山梨県 福祉保健部 医務課 〔在宅医療〕
https://www.pref.yamanashi.jp/imuka/documents/iryoukeik
aku4.pdf

「第7次山梨県地域保健医療計画（平成30
年4月）」194～214ページより

20 長野県 健康福祉部 医療政策課
医療提供体制の状況等に関するデータ
集

https://www.pref.nagano.lg.jp/iryo/201906data.html

21 岐阜県
医療福祉連携推進課 在
宅医療福祉係

在宅医療 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/71514.html

22 静岡県
健康福祉部　健康局　健
康増進課

在宅医療・介護連携
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-
430/iryoukaigo.html

23 愛知県 医務課 医務グループ 医療課 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/

24 三重県 医療保健部　医療政策課 在宅医療 https://www.pref.mie.lg.jp/common/03/ci500004759.htm

25 滋賀県
健康医療福祉部 医療福
祉推進課 在宅医療福祉
係

在宅医療福祉の推進
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo
/15855.html

26 京都府 健康福祉部 医療課 〔在宅医療〕
https://www.pref.kyoto.jp/hofukuki/documents/keikaku202
1.pdf

「京都府保険医療計画（平成30年4月）」62
～67ページより

27 大阪府
保健医療室 保健医療企画
課  在宅医療推進グループ

在宅医療の推進について https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/zaitaku/index.html

28 兵庫県 保健医療部 医務課 〔在宅医療・かかりつけ医〕
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/documents/2018keikaku
04-2.pdf

「兵庫県保健医療計画（平成30年4月）」253
～270ページ

29 奈良県
医療政策局 地域医療連
携課 在宅医療・医療連携
係

在宅医療・医療連携係 https://www.pref.nara.jp/18596.htm

30 和歌山県
福祉保健部 健康局 医務
課

〔在宅医療〕
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/iryokeikaku
/keikaku_d/fil/05-1_keikaku5-1.pdf

「第七次和歌山県保健医療計画）平成30年
３月」179～91ページより
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31 鳥取県
福祉保健部 健康医療局
医療政策課

在宅医療 https://www.pref.tottori.lg.jp/274301.htm

32 島根県 健康福祉部　医療政策課 島根の在宅医療
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/zaitaku
_iryo/

33 岡山県 保健福祉部 医療推進課 〔在宅医療等〕
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/710082_638844
9_misc.pdf

「岡山県保健医療計画（平成3０年４月）」
183～195ページより

34 広島県
健康福祉局 地域共生社
会推進課

在宅医療はすまいる医療 https://smile-iryo.jp/

35 山口県 医療政策課 医療企画班 在宅医療の推進について
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/kakusyuiryou/14487.
html

36 徳島県 保健福祉部　医療政策課 〔在宅医療体制の整備〕
https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/456414.p
df

「第７次徳島県保健医療計画（平成30年4
月）」254～269ページより

37 香川県 健康福祉部　医務国保課 医療施策
https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoushisaku/kfvn2-
9.html

38 愛媛県 保健福祉部 医療対策課 〔在宅医療〕
https://www.pref.ehime.jp/h20150/keikaku/keikaku/docum
ents/7iryokeikaku_17_4shou2_11zaitaku.pdf

「第7次愛媛県地域保健医療計画（平成30
年3月）」271～289ページより

39 高知県
健康政策部 在宅療養推
進課

在宅療養推進課 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131401/

40 福岡県
高齢者地域包括ケア推
進課 在宅医療係

高齢者地域包括ケア推進課 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4400703/

41 佐賀県 医務課 〔在宅医療〕
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00385414/3_85414_238067_u
p_rrmk1vva.pdf

「第7次佐賀県保健医療計画（中間見直し・
令和4年4月）」96～105ページより

42 長崎県 医療政策課 在宅医療
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-
hoken/iryo/zaitaku-iryo/

43 熊本県
健康福祉部 認知症対策・
地域ケア推進課

〔在宅医療〕
https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/4527
1.pdf

「第7次熊本県保健医療計画（平成30年3
月）」100～105ページより

44 大分県 福祉保健部 医療政策課 在宅医療 https://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/zaitakuiryou.html

45 宮崎県 福祉保健部 医療政策課 ※掲載なし
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46 鹿児島県
くらし保健福祉部　高齢者
生き生き推進課

在宅医療・介護連携 https://www.pref.kagoshima.jp/ab13/zaitakuiryokaigo.html

47 沖縄県
子ども生活福祉部 高齢者福
祉介護課 地域ケア推進班

在宅医療・介護連携の推進
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/korei/zaitakui
ryoukaigorennkei.html

※ 在宅医療推進に関連するホームページがない都道府県は、医療計画より抜粋した。

詳細については、各都道府県の担当部署宛てにお問い合わせください。
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